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2021年３月期 第２四半期
決算短信補足資料



増減率(%) (%)

売上高 3,454 億円 3,208 億円 ▲245 億円 ▲7.1 6,700 億円 47.9

営業利益 110 億円 69 億円 ▲41 億円 ▲37.1 190 億円 36.7

経常利益 121 億円 89 億円 ▲31 億円 ▲26.2 215 億円 41.7

四半期
純利益 78 億円 50 億円 ▲27 億円 ▲35.7 150 億円 33.6

進捗率2021年3月期
第2四半期

2020年3月期
第2四半期

対前年同期比
増減

2021年3月期
期初計画

2021年３月期 第２四半期決算 サマリー

前年比では外食・観光需要の大幅減、需要減による魚価低迷に加え、
CVS向け販売減が響き減収・減益。
新型コロナウイルスの影響が上期で収まるとしていた計画に対しては、
コストダウン効果もあり経常利益は概ね想定通り。純利益は台風によ
る災害損失等の特別損失が響いた。中間配当は計画通り4円。
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（億円） 率(%)
売上高 3,454 3,208 ▲245 ▲7.1

水産事業 1,413 1,266 ▲147 ▲10.4
食品事業 1,728 1,646 ▲82 ▲4.8
ファインケミカル事業 137 122 ▲14 ▲10.8
物流事業 83 84 0 0.4
その他 90 88 ▲1 ▲1.8

営業利益 110 69 ▲41 ▲37.1
水産事業 54 18 ▲35 ▲66.4
食品事業 68 65 ▲3 ▲5.3
ファインケミカル事業 11 9 ▲2 ▲17.7
物流事業 8 9 1 19.5
その他 0 3 2 271.5
全社経費 ▲32 ▲36 ▲3 11.2

経常利益 121 89 ▲31 ▲26.2

親会社株主に帰属する四半期純利益 78 50 ▲27 ▲35.7

2021年3月期
第2四半期

2020年3月期
第2四半期

対前年同期比増減
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外出自粛により家庭用食品は堅調に推移したものの、外食・観光需要
の減少により７％の減収。

（単位：億円）

2021年３月期 第２四半期決算 セグメント別概況



第２四半期の状況
国内（7-9月）

共通
外食向けの販売は徐々に回復傾向も前年並み
には戻らず。魚価低迷が継続。

食品 家庭用食品は引き続き堅調に推移。業務用食
品・コンビニエンスストア向け商品は徐々に回復
傾向も前年並みには戻らず。

水産 養殖まぐろが台風被害で原価高となり減益。
漁獲も低調。

海外（4-6月）
共通

新型コロナウイルスの感染拡大による外出規制
の影響を大きく受けた。

食品
北米・欧州

家庭用食品は堅調に推移。業務用食品は外
食向けの販売が減少。

水産
南米

販売価格下落。鮭鱒養殖は減産に加え、付加
価値品の構成比率の低下で減益。漁獲も低調。

水産
北米・欧州

外食向けの販売落ち込みに加え、高収益のク
ルーズ船向け販売の減少で収益性低下。 4

第２四半期の状況（国内7-9月、海外4-6月）

国内は水産品の販売価格低迷、養殖まぐろの台風被害が響き減益。
海外は新型コロナウイルスの影響を受け外食向けが苦戦。

（単位：億円）

売
上
高

営
業
利
益

事業全体



主な営業利益増減要因（前年同期比）
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2020年3月期

第2四半期

営業
利益

営業
利益

食品
チルド

水産
加工・商事

(単位：億円)

国内外とも家庭用食品の販売は堅調で業務用食品の落ち込みをカ
バーもチルド事業は苦戦。水産は魚価低迷に加え、南米鮭鱒養殖事
業の減産、国内養殖事業の原価高もあり減益。

水産 食品

2021年3月期
第2四半期

食品
（日本のチルド除く）

水産
漁業・養殖

（南米養殖除く）

巣ごもり需
要により国
内外とも家
庭用食品が
堅調に推移
し、業務用
食品の落ち
込みをカバー。

国内外とも
外食向け水
産品の販売
が減少、価
格下落もあ
り減益。

在宅勤務増
加や観光需
要減少によ
りCVS向け
商品の需要
減少。

販売価格下
落に加え、
国内養殖の
原価高や漁
獲の低調も
あり減益。

水産
南米養殖
未実現利益
の調整を含む

養殖成績の低
い生簀が水揚
対象となったこと
による減産に加
え、コロナで生
産体制に制約
を受け、付加価
値品の生産が
減少となり減益。
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連結貸借対照表（前期末比）

（ ）内の数字は前期末比増減 （単位:億円）
現預金を取り崩し借入金を削減

総資産 4,817 （▲98）

流動資産 2,405 （▲125）
現金及び預金 135 （▲137）

受取手形及び売掛金    801 （+2）

棚卸資産（在庫）　   1,309 （▲0）

固定資産 2,411 （+27）
有形固定資産 1,480 （+0）

無形固定資産 98 （▲4）

投資その他の資産 832 （+31）

流動負債 1,607 （▲361）
支払手形及び買掛金　 384 （+29）

短期借入金 844 （▲364）

未払費用 218 （▲14）

固定負債 1,433 （+210）
長期借入金 1,207 （+203）

純資産 1,775 （+52）
自己資本 1,587 （+55）

自己資本比率
'20/3 31.2% ⇒ '20/9 33.0%



2020年3月期
第2四半期実績

2021年3月期
第2四半期実績 増減

・税金等調整前四半期純利益 119 80 ▲ 38
・減価償却費（のれん償却含む） 93 97 3
・運転資本 ▲ 199 ▲ 7 192
・法人税等の支払額 ▲ 31 ▲ 13 17
・その他 ▲ 48 ▲ 9 39
営業活動によるCF ▲ 67 146 213
・設備投資額（固定資産取得額） ▲ 137 ▲ 143 ▲ 5
・その他 0 46 45
投資活動によるCF ▲ 136 ▲ 96 39
・短期借入金の増減額 296 ▲ 278 ▲ 575
・長期借入金の増減額 ▲ 66 124 190
・その他 ▲ 22 ▲ 22 0
財務活動によるCF 207 ▲ 176 ▲ 384

現金及び現金同等物の期末残高 165 188
7

連結キャッシュ・フロー（前年同期比）

フリーキャッシュフローが大きく改善

（単位:億円）
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2021年3月期
第2四半期

2020年3月期
第2四半期

対前年同期比増減
（億円） 増減率(％)

1,413 ▲147 ▲10.4

営業利益 54 ▲35 ▲66.4

売上高 1,266

鮭鱒・ぶりなど多くの魚種の販売価格下落に加え、南米鮭鱒養殖事
業の減産、国内養殖での原価高、漁獲の低調もあり減収減益。

売上高（四半期別） 営業利益（四半期別）

8

（単位：億円） （単位：億円）

（単位：億円）

水産事業 売上高・営業利益（前年同期比）



水産事業 売上高・営業利益（前年同期比）

（単位:億円） 売上高（折れ線グラフ）営業利益（棒グラフ）

漁業 養殖 加工・商事 ニッスイ個別 連結
調整

たな卸資産の
未実現利益、
のれん償却等
含む

9

漁業・養殖は漁獲低調に加え販売価格低迷・原価高、水産品の
販売も外食向け需要減が響き苦戦。

※飼料油飼計：飼料・魚油・ミールの合計

＜ ニッスイ個別 主要魚種別 売上高 ＞

（単位：億円） （前年同期比）

＜ 国内水産物市況 鮭鱒 ＞
(単位：円/kg)

（財務省貿易統計より算出）

営業利益計
▲4 ▲7 42  ▲3 13 8 12    7
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南米鮭鱒養殖について

※1 在池魚評価損益
国際財務報告基準(IFRS)に基づき、
海面養殖魚（在池魚）について
出荷想定価格による評価を実施

養殖成績の低い生簀が水揚対象となったことによる減産に加え、コロナ
で生産体制が密にならないよう指導があり、付加価値品の生産が減少
し減益。未実現利益の調整を含めた前年比は16億円の減益。

事業損益

在池魚評価損益
（IFRS評価）

【南米鮭鱒養殖】
(単位：億円)

連結調整
※2

※1

′21/3′20/3

29
12 前期末より評価対象が2kg以上か

らすべて（ノルウェー方式）に統一
された。

【評価対象】
（従来）2kg以上の海面養殖魚

（変更後）すべての海面養殖魚
※2 在庫に含まれる未実現利益の調整
在庫に含まれている内部利益を消去する決算調整

在池魚評価損益と未実現利益の調整は在庫数量と利益率の影響を受ける。
前期の調整額の戻しと当期末の調整額の差額が当期損益に影響する。

33

6

9

▲10

12

▲9



家庭用食品が堅調に推移し、業務用食品の落ち込みをカバーしたが、
チルド事業のCVS向け商品の販売減が響き大きく減収。
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売上高（四半期別） 営業利益（四半期別）
（単位：億円） （単位：億円）

（単位：億円）

食品事業 売上高・営業利益（前年同期比）



特に量販店向けの海外食品が好調。チルド事業はコストダウンに取り
組むも数量減が響き大幅減益。

12

食品事業 売上高・営業利益（前年同期比）

（単位:億円） 売上高（折れ線グラフ）営業利益（棒グラフ）

加工 ニッスイ個別チルド 連結
調整

＜ ニッスイ個別 カテゴリー別 売上高 ＞

（前年同期比）

(単位：円/kg)

（財務省貿易統計より算出：すけそうだら）

（単位：億円）

営業利益計
22  24 14   4 30  35

＜ 冷凍すりみ輸入価格推移 ＞
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ファインケミカル事業 売上高・営業利益（前年同期比）

機能性食品の販売は堅調に推移したが、医薬原料の販売は減少。
子会社の医薬事業売却（4月）もあり減収減益。

売上高（四半期別） 営業利益（四半期別）
（単位：億円） （単位：億円）

（単位：億円）
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物流事業 売上高・営業利益（前年同期比）

荷動きが鈍化する中、大阪舞洲物流センター2号棟の新規稼働もあり
前年並み。

売上高（四半期別） 営業利益（四半期別）
（単位：億円） （単位：億円）

（単位：億円）
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2021年３月期の通期見通し
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水産市況 （国内）

平均価格は回復傾向も、取扱い数量は前年の水準には戻っていない。
（単位：トン） （単位：円）＜鮮魚全体の取扱い数量と平均価格推移＞

出典：東京都中央卸売市場 市場統計情報（月報・年報）
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業務用市場 （国内）

外食産業、CVSは3月～5月に大きくマイナス、6月から若干回復も
依然として前年割れ。

出典：（一社）日本フードサービス協会 出典：（一社）日本フランチャイズチェーン協会



18

業務用市場 （海外）

米国・英国も、3月～5月に大きくマイナス、6月から若干回復も前年
水準には戻らず。

出典：ONS 英国統計局出典：U.S. Census Bureau. National Restaurant Association.

単位：億ドル
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家庭用市場 （国内）

量販店は巣ごもり需要により堅調。
家庭用冷凍食品は市場拡大も6月以降は伸びが鈍化。

出典：スーパーマーケット販売統計調査
（一社 全国スーパーマーケット協会、一社 日本スーパーマーケット協会、

オール日本スーパーマーケット協会）

＜スーパーマーケット販売統計＞ ＜冷凍食品販売金額（宅配・通販除）＞

出典：インテージ SRI-M
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新型コロナウイルスの感染状況

Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

人 人

人人

10月に入り世界各国で感染再拡大の様相

出典：WHO-COVID-19-global-data

11/5からイングランドで
ロックダウン再開

10/29から全土で
ロックダウン再開

各州で外出自粛や店内
飲食禁止などの制限措置
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上期に引き続き北米と欧州の食品事業は家庭用食品が業務用食品
の落ち込みをカバーし増収。水産事業は需要減、販売価格下落が響
き減収。日本はCVS向け商品の販売減で減収となる見込み。

2021年３月期 下期見通し 売上高（前年同期比）

▲0%

欧州
水産 食品

+12%

北米

▲9%

水産 食品

+2%

食品は業務用食品・常温食
品の販売減が大きく、全体を
カバーしきれず。

水産は新たにグループ
入りした会社が貢献し
マイナス幅縮小

日本

▲12%

水産 食品

▲1%▲12%

チルド

南米

▲33%
水産
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2021年3月期

下期見通し

営業
利益

営業
利益

(単位：億円)

家庭用食品は販売増が見込める一方、水産事業は需要減、魚価低
迷が継続し苦戦する見通し。

2021年３月期 下期見通し 営業利益（前年同期比）

2020年3月期
下期実績

(単位：億円)

水産 食品

食品
チルド

水産
加工・商事

食品
（日本のチルド除く）

水産
漁業・養殖

（南米養殖除く）

水産
南米養殖

家庭用食品は
引き続き販売
増の見込み、
業務用食品は
苦戦が続くがテ
イクアウト・デリ
バリーに対応し
ていく。

養殖成績の低
い生簀の水揚
が続くことによる
減産に加え、
魚病などによる
生残率悪化や
販売価格低迷
により減益。

外食向け水
産品の販売
数量減少、
価格の低迷
が続く。

下期もCVS
向け商品の
販売は苦戦。
前年割れを
見込む。

価格低迷が
続くも、国内
養殖の前年
の評価減の
影響が無くな
り増益。

未実現利益
の調整を含む
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現状振り返り・下期以降の打ち手（水産）

【養殖成績の悪化】

（現状の課題） （今後の取組）

・付加価値品の生産回復
密を避けるため加工場・ライン
を改造し、フィレ生産能力改善

・養殖成績の改善
魚病・トド被害対策強化

・コスト高になっている
人工種苗まぐろの早期販売

・まぐろ産地加工品比率の向上

＜国内養殖＞
・販売価格下落
・まぐろは台風被害による斃死
があり原魚コスト上昇

＜南米鮭鱒＞
・販売価格下落、減産
・魚病、トド被害発生
・付加価値品の生産減

・キャンペーン実施で
水産売場活性化

・在庫回転率を上げる

【主要魚種の相場下落】
（鮭鱒・すりみなど）

・食材化、惣菜化商品を
強化し収益力向上

・人工種苗まぐろの縮小
・蓄養大型まぐろの強化
・台風・赤潮・魚病リスク対策強化

【漁獲成績の悪化】 ・操業船改造による
操業効率の向上

・漁獲枠の確保

・持続可能な水産資源の利用を
目指し、漁具を改造し混獲や
小型魚の漁獲を防止

・国内外とも漁獲が低調

殻ごと食べる
ガーリックシュリンプ トレーごとレンジで簡単調理
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現状振り返り・下期以降の打ち手（食品）

【チルド事業】
CVSの来店客数減少の
影響を受け苦戦

（現状の課題） （今後の取組）

・外食産業や量販店惣菜売場の
調理現場での人手不足対応を
訴求した商品（自然解凍等）
を展開

・人員削減、生産体制の
見直しによる生産性改善

・ニーズ拡大するカテゴリー
（チルド弁当、惣菜など）
の開発強化、廃棄ロス削減
を意識した商品開発

・テイクアウト・デリバリー向け強化

【業務用食品】
外食・惣菜売場向け苦戦

（海外）

（国内）
・外食ユーザーへの簡便・省力
化対応による差別化

・白身魚たんぱくの最大利用

【欧州】
・ドイツでの販売をスタート欧州でのチルド商品の拡大

惣菜売場向けグラタン
「クチーナ・カルダ」シリーズ

・生産機能の拡張



速筋タンパクの認知・啓蒙

「速筋タンパク」とは、スケソウダラの俊敏な動きの源となる瞬発力を発揮
する「速筋」のタンパク質です。
食べるだけで特別な運動をしなくても除脂肪量(筋肉量の目安となる)
が優位に増加することが研究成果として発表されています。

「毎日食べよう 速筋タンパク」シリーズとして、
卵と同等以上の良質なタンパク質である
スケソウダラすりみ100%を使用した商品を展開

25

と う み

高地トレーニング施設のある長野県東御市と
「食とスポーツに関する連携協力の包括協定」を締結
速筋タンパクやEPAを摂取できる製品を通じて、
アスリートのパフォーマンス向上と市民の健康づくりに貢献

速筋タンパク入り 湯の丸アスリートカレー
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現状振り返り・下期以降の打ち手（ファインケミカル）

米国FDA(食品医薬品局)
による工場査察の遅れ

（現状の課題） （今後の取組）

・年度内に米国への出荷開始

・増産に向けた製造過程の
改善作業を継続し、品質
向上を図る

・今後の需要拡大に向けて、
原料調達・製造の両面で
機能を強化

つくば工場

鹿島医薬品工場

・医薬品原料の各生産工程
での歩留り改善、コストダウン

【医薬品原料の海外展開】

・機能性原料のアイテム集約
による生産性向上



増減率(%) 増減率(%)

売上高 6,900 億円 6,500 億円 ▲400 億円 ▲5.8 6,700 億円 ▲200 億円 ▲3.0

営業利益 228 億円 150 億円 ▲78 億円 ▲34.3 190 億円 ▲40 億円 ▲21.1

経常利益 258 億円 185 億円 ▲73 億円 ▲28.3 215 億円 ▲30 億円 ▲14.0

当期
純利益 147 億円 115 億円 ▲32 億円 ▲22.1 150 億円 ▲35 億円 ▲23.3

2020年3月期
実績

2021年3月期
修正計画

対前年比
増減

2021年3月期
期初計画

対期初計画
比増減
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（単位：億円）

2021年３月期 通期見通し

新型コロナウイルスの影響は上期で収まり、第3四半期より回復する想
定だったが、未だ国内外とも感染が収まらず欧州は再び外出規制の動き。
今後も外食・観光需要や魚価への影響が続くことが予想されるうえ、
医薬品原料販売も米国FDAの来日が遅れており、想定より減少するこ
とから年間計画は修正するが、配当予想は変更しない。
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次期中計について

（棒グラフ: 営業利益） （折れ線グラフ: 売上高）

先行き不透明で回復スピードも一進一退。今後の成長戦略には海外
展開が欠かせないが、感染再拡大もあり出入国制限が続く状況。
そのため2021年度は体質強化の1年とし次期中計は延期する。

MVIP+2020

（単位：億円）

MVIP2017

体
質
強
化

次期中計
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コロナ禍で難しい面もありますが、

事業の収益力を強化するとともに、

ESGへの取組みもしっかり進め

体質強化に努めて参ります。



2020年3月期
第2四半期実績

2021年3月期
第2四半期実績 増減 主な増減要因

売上高 3,454 3,208 ▲ 245
売上総利益 665 608 ▲ 56

販売費・一般管理費 554 539 ▲ 15
営業利益 110 69 ▲ 41

営業外収益 20 27 7 持分法投資利益+6
営業外費用 9 7 ▲ 1

経常利益 121 89 ▲31
特別利益 2 6 4 投資有価証券売却益+2
特別損失 4 15 11 災害による損失+7　投資有価証券評価損+4

税金等調整前四半期純利益 119 80 ▲ 38
法人税等 35 27 ▲ 8
法人税等調整額 2 0 ▲ 2

四半期純利益 80 52 ▲ 27
非支配株主に帰属する
四半期純利益 2 2 ▲ 0

親会社株主に帰属する
四半期純利益 78 50 ▲ 27 30

【参考】 連結損益計算書（前年同期比）

前年同期比で減収、減益。

（単位：億円）


20Q2(旧パターン) 



						2020年3月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				2021年3月期
第2四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				増減 ゾウゲン		増減率
(%) ゾウゲン リツ		主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

				売上高 ウリアゲ ダカ		3,454						3,208						▲ 245

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		665						608						▲ 56

				販売費・一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		554						539						▲ 15

				営業利益 エイギョウ リエキ		110						69						▲ 41

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		20						27						7				持分法投資利益+6 モチブンポウ トウシ リエキ

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		9						7						▲ 1

				経常利益 ケイジョウ リエキ		121						89						▲31

				特別利益 トクベツ リエキ		2						6						4				投資有価証券売却益+2 トウシ ユウカ ショウケン バイキャクエキ

				特別損失 トクベツ ソンシツ		4						15						11				災害による損失+7　投資有価証券評価損+4 サイガイ ソンシツ トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ		119						80						▲ 38

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		35						27						▲ 8

				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		2						0						▲ 2

				四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		80						52						▲ 27

				非支配株主に帰属する
四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		2						2						▲ 0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		78						50						▲ 27









20Q1(旧パターン) 



						2020年3月期
第1四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				2021年3月期
第1四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				増減 ゾウゲン		増減率
(%) ゾウゲン リツ		主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

				売上高 ウリアゲ ダカ		1,741						1,622						▲ 118

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		338						318						▲ 20

				販売費・一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		281						275						▲ 6

				営業利益 エイギョウ リエキ		57						42						▲ 14

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		9						11						2

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		5						4						▲ 0

				経常利益 ケイジョウ リエキ		60						49						▲11

				特別利益 トクベツ リエキ		0						1						1

				特別損失 トクベツ ソンシツ		2						1						▲ 0

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ		59						50						▲ 9

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		12						10						▲ 2

				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		10						7						▲ 2

				四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		36						32						▲ 4

				非支配株主に帰属する
四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		0						0						0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		36						31						▲ 4









19Q4(旧パターン)



						2019年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				2020年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				増減 ゾウゲン		増減率
(%) ゾウゲン リツ		主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

				売上高 ウリアゲ ダカ		7,121						6,900						▲ 220

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,387						1,337						▲ 49				　　　チルド事業の取引形態の変更影響 ▲81 ジギョウ トリヒキ ケイタイ ヘンコウ エイキョウ

				販売費・一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		1,170						1,109						▲ 60				※営業利益への影響なし エイギョウ リエキ エイキョウ

				営業利益 エイギョウ リエキ		216						228						11

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		55						51						▲ 3				為替差益▲5  カワセ サエキ

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		18						21						3

				経常利益 ケイジョウ リエキ		253						258						4

				特別利益 トクベツ リエキ		11						2						▲ 8				投資有価証券売却益▲５ トウシ ユウカ ショウケン バイキャクエキ

				特別損失 トクベツ ソンシツ		18						34						15				投資有価証券評価損+18 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		246						226						▲ 19

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		61						69						8

				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		21						3						▲ 17				SA棚卸資産未実現利益にかかる税効果調整▲5 タナオロシ シサン ミジツゲン リエキ ゼイ コウカ チョウセイ

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		163						152						▲ 10

				非支配株主に帰属する
当期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		9						5						▲ 4

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		153						147						▲ 6









19Q3(旧パターン)v2



						2019年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				2020年3月期
第3四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				増減 ゾウゲン		増減率
(%) ゾウゲン リツ		主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

				売上高 ウリアゲ ダカ		5,432						5,268						▲ 164

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,094						1,027						▲ 67				　　　チルド事業の取引形態の変更影響 ▲73 ジギョウ トリヒキ ケイタイ ヘンコウ エイキョウ

				販売費・一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		895						836						▲ 58				※営業利益への影響なし エイギョウ リエキ エイキョウ

				営業利益 エイギョウ リエキ		198						190						▲ 8

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		43						40						▲ 2				為替差益▲5 持分法投資利益+1 カワセ サエキ モチブンポウ トウシ リエキ

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		14						14						0

				経常利益 ケイジョウ リエキ		228						216						▲11

				特別利益 トクベツ リエキ		5						2						▲ 2				固定資産売却益▲3 コテイ シサン バイキャクエキ

				特別損失 トクベツ ソンシツ		3						5						1				投資有価証券評価損+１ トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ		230						213						▲ 16

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		46						48						1

				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		24						12						▲ 11				SA棚卸資産未実現利益にかかる税効果調整▲5 タナオロシ シサン ミジツゲン リエキ ゼイ コウカ チョウセイ

				四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		159						152						▲ 6

				非支配株主に帰属する
四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		6						4						▲ 2

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		152						147						▲ 4









19Q2(旧パターン)v2



						2019年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				2020年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				増減 ゾウゲン		増減率
(%) ゾウゲン リツ		主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

				売上高 ウリアゲ ダカ		3,504						3,454						▲ 50

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		695						665						▲ 30				　　　チルド事業の取引形態の変更影響 ▲50 ジギョウ トリヒキ ケイタイ ヘンコウ エイキョウ

				販売費・一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		590						554						▲ 35				※営業利益への影響なし エイギョウ リエキ エイキョウ

				営業利益 エイギョウ リエキ		105						110						5

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		23						20						▲ 3				為替差益▲４ カワセ サエキ

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		9						9						0

				経常利益 ケイジョウ リエキ		119						121						1

				特別利益 トクベツ リエキ		4						2						▲ 1				固定資産売却益▲１ コテイ シサン バイキャクエキ

				特別損失 トクベツ ソンシツ		2						4						1				投資有価証券評価損+１ トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ		120						119						▲ 1

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		36						35						▲ 0

				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		11						2						▲ 9				SA棚卸資産未実現利益にかかる税効果調整▲5 タナオロシ シサン ミジツゲン リエキ ゼイ コウカ チョウセイ

				四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		72						80						7

				非支配株主に帰属する
四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		3						2						▲ 1

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		69						78						9









18Q3(旧パターン)v2



						2020年3月期
第1四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				2019年3月期
第1四半期実績 ネン ガツキ ダイ シハンキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				増減 ゾウゲン		増減率
(%) ゾウゲン リツ		主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

				売上高 ウリアゲ ダカ		7,121						6,772						348

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,387						1,399						▲ 12

				販売費・一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		1,170						1,167						2

				営業利益 エイギョウ リエキ		216						232						▲ 15

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		55						36						19				持分法による投資利益(+14) モチブン ホウ トウシ リエキ

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		18						22						▲ 3

				経常利益 ケイジョウ リエキ		253						245						7

				特別利益 トクベツ リエキ		11						53						▲ 41				投資有価証券売却益（▲39）
 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ

				特別損失 トクベツ ソンシツ		18						37						▲ 18				災害による損失（▲6）　減損損失（▲6）
 サイガイ ソンシツ ゲンソン ソンシツ

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ		246						261						▲ 15

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		61						79						▲ 17

				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		21						0						21

				四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		163						182						▲ 19

				非支配株主に帰属する
四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		9						9						0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		153						172						▲ 18







18Q3(新パターン)



				(単位：億円) タンイ オクエン		19/3期
3Q実績 キ ジッセキ						18/3期
3Q実績 キ ジッセキ						増減 ゾウゲン

								売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ						売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ						増減率
(%) ゾウゲン リツ		(うち、会計方針等変更影響額) カイケイ ホウシン トウ ヘンコウ エイキョウ ガク

				売上高 ウリアゲ ダカ		5,432						5,120						311				42

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,094						1,089						4				5

				販売費・一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		895						885						9				3

				営業利益 エイギョウ リエキ		198						204						▲ 5				1

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		43						23						20				0

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		14						15						▲ 1				0

				経常利益 ケイジョウ リエキ		228						211						16				1

				特別利益 トクベツ リエキ		5						50						▲ 45				0

				特別損失 トクベツ ソンシツ		3						13						▲ 10				0

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ		230						248						▲ 18				1

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		46						74						▲ 28				0

				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		24						3						20				▲0

				四半期純利益 シハンキ ジュンリエキ		159						170						▲ 11				0

				非支配株主に帰属する
四半期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		6						6						0				0

				親会社株主に帰属する
四半期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		152						163						▲ 11				0







18Q3(旧パターン)



						2019年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				2018年3月期
実績 ネン ガツキ ジッセキ		売上高比 ウリアゲ ダカ ヒ				増減 ゾウゲン		増減率
(%) ゾウゲン リツ		主な増減要因 オモ ゾウゲン ヨウイン

				売上高 ウリアゲ ダカ		7,121						6,772						348

				売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		1,387						1,399						▲ 12

				販売費・一般管理費 ハンバイヒ イッパン カンリヒ		1,170						1,167						2

				営業利益 エイギョウ リエキ		216						232						▲ 15

				営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		55						36						19				持分法による投資利益(+14) モチブン ホウ トウシ リエキ

				営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		18						22						▲ 3

				経常利益 ケイジョウ リエキ		253						245						7

				特別利益 トクベツ リエキ		11						53						▲ 41				投資有価証券売却益（▲39）
 トウシ ユウカ ショウケン バイキャク エキ

				特別損失 トクベツ ソンシツ		18						37						▲ 18				災害による損失（▲6）　減損損失（▲6）
 サイガイ ソンシツ ゲンソン ソンシツ

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		246						261						▲ 15

				法人税等 ホウジンゼイ トウ		61						79						▲ 17

				法人税等調整額 ホウジンゼイ トウ チョウセイ ガク		21						0						21

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		163						182						▲ 19

				非支配株主に帰属する
当期純利益 ヒ シハイ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		9						9						0

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤ カイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ		153						172						▲ 18









デンマーククローネ
（DKK） 15.93円16.46円 ▲3.2%

2021年3月期
第2四半期

2020年3月期
第2四半期 変動率

米ドル（USD） 107.38円109.67円 ▲2.1%

ユーロ（EUR） 118.74円122.87円 ▲3.4%

主要在外会社の
為替換算レート

2020年3月期
第2四半期

2021年3月期
第2四半期 前年同期比増減 増減内訳(億円)

現地通貨 円貨(億円) 現地通貨 円貨(億円) 現地通貨 円貨(億円) 現地通貨 為替影響

EUR(百万ユーロ) 147 182 153 183 6 0 7 ▲7

USD(百万ドル) 631 694 593 643 ▲37 ▲51 ▲41 ▲9

DKK(百万クローネ) 1,435 238 1,253 200 ▲181 ▲38 ▲30 ▲7

－ ▲26 ▲23 ▲3

計 1,230 1,115 ▲115 ▲86 ▲28

その他通貨 － 115 － 88
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【参考】 為替換算による影響額（売上高）、為替レート

【参考：為替レート】

各通貨とも円高により為替影響はマイナス

※右表の為替レートは
第2四半期の平均



【参考】 セグメントマトリックス 売上高（前年同期比）

32

 （単位:億円）

1,056 (▲78) 231 (▲13) 93 (▲41) 30 (▲5) 229 (▲34) 1,641 (▲173) ▲374 (25) 1,266 (▲147)

1,135 244 135 35 263 1,814 ▲400 1,413

1,574 (▲178) 318 (3) 24 (▲10) 198 (▲0) 2,116 (▲185) ▲470 (102) 1,646 (▲82)

1,753 314 35 199 2,302 ▲573 1,728

135 (▲13) 2 (0) 138 (▲13) ▲16 (▲1) 122 (▲14)

149 2 151 ▲14 137

161 (▲1) 161 (▲1) ▲77 (1) 84 (0)

163 163 ▲79 83

122 (1) 0 (▲0) 122 (1) ▲34 (▲3) 88 (▲1)

120 0 120 ▲30 90

3,050 (▲270) 549 (▲9) 93 (▲41) 58 (▲15) 428 (▲34) 4,181 (▲371)

3,321 559 135 73 462 4,552

▲768 (90) ▲85 (▲1) ▲73 (21) ▲40 (13) ▲5 (1) ▲972 (125)

▲858 ▲84 ▲94 ▲53 ▲6 ▲1,098

2,282 (▲180) 463 (▲11) 20 (▲19) 18 (▲2) 423 (▲32) 3,208 (▲245)

2,462 475 40 20 455 3,454
※上段は当期累計実績、下段は前年同期累計実績、右肩括弧内は増減を表わす。
※連結調整にはグループ間取引による売上高消去が含まれる。　

連結　計日本 北米 南米 アジア ヨーロッパ 仮計 連結調整

連結調整

連結　計

水産事業

食品事業

ファイン
事業

物流事業

その他
事業

仮計


【内訳】短期

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		80433465		68512444		11921021		80433465		68512444		11921021		68512444		11921021		68512444		11921021

		KA600A 黒瀬水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA866A 大分中央水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN300A 中谷水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB775A 共和水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KG856B モガミフーズ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE8210 ニシショウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE9420 日豊食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE066B チルディー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KI049B 日本クッカリー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE335C 日水物流		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1530 北海道日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB668C キャリーネット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1870 ハチテイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		600000		0		600000		600000		0		600000		0		600000		0		600000

		KX712A 博多まるきた水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH315A 横浜通商		2148777		2351069		-202292		2148777		2351069		-202292		2351069		-202292		2351069		-202292

		KH134A 山津水産		0		705000		-705000		0		705000		-705000		705000		-705000		705000		-705000

		KJ121B デルマール		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国内連結合計		2748777		3056069		-307292		2748777		3056069		-307292		3056069		-307292		3056069		-307292

		KP612A ＮＡＬ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP613A ＳＡ		2208959		2317310		-108351		2208959		2317310		-108351		2317310		-108351		2317310		-108351

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		490587		0		490587		490587		0		490587		0		490587		0		490587

		KO604A FRIOSUR		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KC900A Sur Austral		490587		0		490587		490587		0		490587		0		490587		0		490587

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		1156624		885888		270736		1156624		885888		270736		885888		270736		885888		270736

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		1332365		46140		1286225		1332365		46140		1286225		46140		1286225		46140		1286225

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		9442246		10361250		-919004		9442246		10361250		-919004		10361250		-919004		10361250		-919004

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		0		230076		-230076		0		230076		-230076		230076		-230076		230076		-230076

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		2060890		1320000		740890		2060890		1320000		740890		1320000		740890		1320000		740890

		KP607A NISSUI SPORE		1840426		940469		899957		1840426		940469		899957		940469		899957		940469		899957

		KO697A NIGICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		837000		828000		9000		837000		828000		9000		828000		9000		828000		9000

		KB666A 厦門日水鰻養		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB672B 山東日水		1633972		1953730		-319758		1633972		1953730		-319758		1953730		-319758		1953730		-319758

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		859747		0		859747		859747		0		859747		0		859747		0		859747

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		4375531		0		4375531		4375531		0		4375531		0		4375531		0		4375531

		海外連結合計		26728934		18882863		7846071		26728934		18882863		7846071		18882863		7846071		18882863		7846071

		連結計		29477711		21938932		7538779		29477711		21938932		7538779		21938932		7538779		21938932		7538779

		総合計		109911176		90451376		19459800		109911176		90451376		19459800		90451376		19459800		90451376		19459800

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF865A ホウスイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





【内訳】関短期

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA600A 黒瀬水産		1854496		2100000		-245504		0		0		0		2100000		-245504		0		0

		KA866A 大分中央水産		305668		204800		100868		0		0		0		204800		100868		0		0

		KN300A 中谷水産		3673183		3997229		-324046		0		0		0		3997229		-324046		0		0

		KB775A 共和水産		790000		0		790000		0		0		0		0		790000		0		0

		KG856B モガミフーズ		858000		890000		-32000		0		0		0		890000		-32000		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		179907		0		179907		0		0		0		0		179907		0		0

		KE8210 ニシショウ		2634633		3100000		-465367		0		0		0		3100000		-465367		0		0

		KE9420 日豊食品		1002035		815495		186540		0		0		0		815495		186540		0		0

		KE066B チルディー		810917		795310		15607		0		0		0		795310		15607		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		201215		228593		-27378		0		0		0		228593		-27378		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		583063		722126		-139063		0		0		0		722126		-139063		0		0

		KI049B 日本クッカリー		2361620		1627594		734026		0		0		0		1627594		734026		0		0

		KE335C 日水物流		9911375		7171060		2740315		0		0		0		7171060		2740315		0		0

		KF1530 北海道日水		1420941		1173590		247351		0		0		0		1173590		247351		0		0

		KB668C キャリーネット		72240		76210		-3970		0		0		0		76210		-3970		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		667975		602493		65482		0		0		0		602493		65482		0		0

		KF1870 ハチテイ		500000		519253		-19253		0		0		0		519253		-19253		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		200000		0		200000		0		0		0		0		200000		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		176758		-176758		0		0		0		176758		-176758		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		16849307		15885890		963417		0		0		0		15885890		963417		0		0

		KX712A 博多まるきた水産		1257997		760000		497997		0		0		0		760000		497997		0		0

		KH315A 横浜通商		0		209196		-209196		0		0		0		209196		-209196		0		0

		KH134A 山津水産		150000		0		150000		50000		0		50000		0		150000		0		50000

		KJ121B デルマール		2057631		0		2057631		0		0		0		0		2057631		0		0

		国内連結合計		48342203		41055597		7286606		50000		0		50000		41055597		7286606		0		50000

		KP612A ＮＡＬ		3115937		1886408		1229529		0		0		0		1886408		1229529		0		0

		KP613A ＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO604A FRIOSUR		764273		1122739		-358466		0		0		0		1122739		-358466		0		0

		KC900A Sur Austral		688917		910442		-221525		0		0		0		910442		-221525		0		0

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		0		580392		-580392		0		0		0		580392		-580392		0		0

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		2248898		1632843		616055		0		0		0		1632843		616055		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		5509294		700605		4808689		0		0		0		700605		4808689		0		0

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP607A NISSUI SPORE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO697A NIGICO		555686		360026		195660		0		0		0		360026		195660		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		238151		0		238151		0		0		0		0		238151		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		1470768		923503		547265		0		0		0		923503		547265		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB666A 厦門日水鰻養		558455		546776		11679		0		0		0		546776		11679		0		0

		KB672B 山東日水		1996639		1988277		8362		0		0		0		1988277		8362		0		0

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		海外連結合計		17147018		10652011		6495007		0		0		0		10652011		6495007		0		0

		連結計		65489221		51707608		13781613		50000		0		50000		51707608		13781613		0		50000

		総合計		65489221		51707608		13781613		50000		0		50000		51707608		13781613		0		50000

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		18489		58249		-39760		18489		58249		-39760		58249		-39760		58249		-39760

		KF865A ホウスイ		1130000		413000		717000		1130000		413000		717000		413000		717000		413000		717000

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		1148489		471249		677240		1148489		471249		677240		471249		677240		471249		677240





【内訳】１年内

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		16853860		14753655		2100205		16853860		14753655		2100205		14753655		2100205		14753655		2100205

		KA600A 黒瀬水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA866A 大分中央水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN300A 中谷水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB775A 共和水産		68651		138159		-69508		68651		138159		-69508		138159		-69508		138159		-69508

		KG856B モガミフーズ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		0		68000		-68000		0		68000		-68000		68000		-68000		68000		-68000

		KE8210 ニシショウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE9420 日豊食品		45840		45840		0		45840		45840		0		45840		0		45840		0

		KE066B チルディー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KI049B 日本クッカリー		1502754		1033336		469418		1502754		1033336		469418		1033336		469418		1033336		469418

		KE335C 日水物流		14000		125600		-111600		14000		125600		-111600		125600		-111600		125600		-111600

		KF1530 北海道日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB668C キャリーネット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1870 ハチテイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KX712A 博多まるきた水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH315A 横浜通商		0		99996		-99996		0		99996		-99996		99996		-99996		99996		-99996

		KH134A 山津水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KJ121B デルマール		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国内連結合計		1631245		1510931		120314		1631245		1510931		120314		1510931		120314		1510931		120314

		KP612A ＮＡＬ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP613A ＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO604A FRIOSUR		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KC900A Sur Austral		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		0		6818486		-6818486		0		6818486		-6818486		6818486		-6818486		6818486		-6818486

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		91202		89483		1719		91202		89483		1719		89483		1719		89483		1719

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		0		924000		-924000		0		924000		-924000		924000		-924000		924000		-924000

		KP607A NISSUI SPORE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO697A NIGICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB666A 厦門日水鰻養		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB672B 山東日水		24571		91567		-66996		24571		91567		-66996		91567		-66996		91567		-66996

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		26064		0		26064		26064		0		26064		0		26064		0		26064

		海外連結合計		141837		7923536		-7781699		141837		7923536		-7781699		7923536		-7781699		7923536		-7781699

		連結計		1773082		9434467		-7661385		1773082		9434467		-7661385		9434467		-7661385		9434467		-7661385

		総合計		18626942		24188122		-5561180		18626942		24188122		-5561180		24188122		-5561180		24188122		-5561180

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF865A ホウスイ		309800		451800		-142000		309800		451800		-142000		451800		-142000		451800		-142000

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		309800		451800		-142000		309800		451800		-142000		451800		-142000		451800		-142000





【内訳】長期

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		102182183		95885171		6297012		102182183		95885171		6297012		95885171		6297012		95885171		6297012

		KA600A 黒瀬水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA866A 大分中央水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN300A 中谷水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB775A 共和水産		236769		45420		191349		236769		45420		191349		45420		191349		45420		191349

		KG856B モガミフーズ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE8210 ニシショウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE9420 日豊食品		171820		217660		-45840		171820		217660		-45840		217660		-45840		217660		-45840

		KE066B チルディー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KI049B 日本クッカリー		4000000		5502754		-1502754		4000000		5502754		-1502754		5502754		-1502754		5502754		-1502754

		KE335C 日水物流		0		14000		-14000		0		14000		-14000		14000		-14000		14000		-14000

		KF1530 北海道日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB668C キャリーネット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1870 ハチテイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		4377500		4872000		-494500		4377500		4872000		-494500		4872000		-494500		4872000		-494500

		KX712A 博多まるきた水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH315A 横浜通商		0		141681		-141681		0		141681		-141681		141681		-141681		141681		-141681

		KH134A 山津水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KJ121B デルマール		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国内連結合計		8786089		10793515		-2007426		8786089		10793515		-2007426		10793515		-2007426		10793515		-2007426

		KP612A ＮＡＬ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP613A ＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO604A FRIOSUR		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KC900A Sur Austral		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		4889400		0		4889400		4889400		0		4889400		0		4889400		0		4889400

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		273377		195341		78036		273377		195341		78036		195341		78036		195341		78036

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP607A NISSUI SPORE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO697A NIGICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB666A 厦門日水鰻養		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB672B 山東日水		0		119586		-119586		0		119586		-119586		119586		-119586		119586		-119586

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		144800		0		144800		144800		0		144800		0		144800		0		144800

		海外連結合計		5307577		314927		4992650		5307577		314927		4992650		314927		4992650		314927		4992650

		連結計		14093666		11108442		2985224		14093666		11108442		2985224		11108442		2985224		11108442		2985224

		総合計		116275849		106993613		9282236		116275849		106993613		9282236		106993613		9282236		106993613		9282236

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF865A ホウスイ		487700		497500		-9800		487700		497500		-9800		497500		-9800		497500		-9800

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		487700		497500		-9800		487700		497500		-9800		497500		-9800		497500		-9800





【内訳】関長期

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA600A 黒瀬水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA866A 大分中央水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN300A 中谷水産		1071000		1391000		-320000		0		0		0		1391000		-320000		0		0

		KB775A 共和水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KG856B モガミフーズ		116000		385000		-269000		0		0		0		385000		-269000		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE8210 ニシショウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE9420 日豊食品		190000		266000		-76000		0		0		0		266000		-76000		0		0

		KE066B チルディー		464000		534000		-70000		0		0		0		534000		-70000		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KI049B 日本クッカリー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE335C 日水物流		8600		3923736		-3915136		0		0		0		3923736		-3915136		0		0

		KF1530 北海道日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB668C キャリーネット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1870 ハチテイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		600000		0		600000		0		0		0		0		600000		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KX712A 博多まるきた水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH315A 横浜通商		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH134A 山津水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KJ121B デルマール		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国内連結合計		2449600		6499736		-4050136		0		0		0		6499736		-4050136		0		0

		KP612A ＮＡＬ		512367		378738		133629		0		0		0		378738		133629		0		0

		KP613A ＳＡ		2567495		2369268		198227		0		0		0		2369268		198227		0		0

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO604A FRIOSUR		84199		0		84199		0		0		0		0		84199		0		0

		KC900A Sur Austral		0		519885		-519885		0		0		0		519885		-519885		0		0

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		2659831		0		2659831		0		0		0		0		2659831		0		0

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		1859268		8327949		-6468681		0		0		0		8327949		-6468681		0		0

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP607A NISSUI SPORE		299883		338928		-39045		0		0		0		338928		-39045		0		0

		KO697A NIGICO		0		270019		-270019		0		0		0		270019		-270019		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		0		270019		-270019		0		0		0		270019		-270019		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB666A 厦門日水鰻養		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB672B 山東日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		1426612		0		1426612		0		0		0		0		1426612		0		0

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		海外連結合計		9409655		12474806		-3065151		0		0		0		12474806		-3065151		0		0

		連結計		11859255		18974542		-7115287		0		0		0		18974542		-7115287		0		0

		総合計		11859255		18974542		-7115287		0		0		0		18974542		-7115287		0		0

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF865A ホウスイ		0		379000		-379000		0		379000		-379000		379000		-379000		379000		-379000

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		0		379000		-379000		0		379000		-379000		379000		-379000		379000		-379000





元データ貼付け

				売上高 ウリアゲ ダカ																				営業利益 エイギョウ リエキ

				上段（当期実績） ジョウダン トウキ ジッセキ																				上段(当期実績） ジョウダン トウキ ジッセキ



						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		仮計 カリ ケイ		連結調整 レンケツ チョウセイ		　連結計 レンケツ ケイ						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		
全社経費 ゼンシャ ケイヒ		仮計 カリ ケイ		連結
調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ

				水産														22.8%						水産																		1.4%

				事業		105,655		23,110		9,385		3,044		22,939		164,132		▲37,481		126,651				事業		▲ 47		236		▲ 54		124		336		0		594		1,224		1,818

				食品 ショクヒン														22.2%						食品 ショクヒン																		4.0%

				事業		157,444		31,824		0		2,490		19,894		211,652		▲47,023		164,629				事業		4,139		1,381		0		▲ 113		919		0		6,326		188		6,514

				ﾌｧｲﾝ														11.6%						ﾌｧｲﾝ																		8.0%

				事業		13,582		0		0		261		0		13,843		▲1,611		12,232				事業		963		0		0		32		0		0		995		▲ 18		977

				物流														48.0%						物流																		11.4%

				事業		16,199		0		0		0		0		16,199		▲7,768		8,431				事業		975		0		0		0		0		0		975		▲ 11		964

				その他														27.8%						その他																		4.0%

				事業		12,201		0		0		82		0		12,283		▲3,410		8,873				事業		332		0		0		31		0		0		363		▲ 4		359

				仮計 カリ ケイ																				（注２） チュウ

						305,081		54,934		9,385		5,877		42,833		418,110								全社経費 ゼン シャ ケイヒ		0		0		0		0		0		▲ 3,694		▲ 3,694		28		▲ 3,666

				(注2） チュウ		25.2%		15.6%		77.9%		69.1%		1.2%				23.3%						仮計 カリ ケイ

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲76,811		▲8,577		▲7,313		▲4,060		▲533				▲97,291		（注1） チュウ						6,362		1,617		▲ 54		74		1,254		▲ 3,694		5,559

				連結計 レンケツ ケイ																				連結調整 レンケツ チョウセイ

				連結計 レンケツ		228,270		46,357		2,072		1,817		42,300						320,819				調整 チョウセイ		392		221		1,007		128		▲ 322		▲ 18				1,409		（注1） チュウ

																								連結計 レンケツ ケイ		3.0%		4.0%		46.0%		11.1%		2.2%								2.2%

																								連結計 レンケツ		6,754		1,838		953		202		932		▲ 3,712						6,968



				下段(前年実績) ゼンネン ジッセキ																				下段(前年実績) ゼンネン ジッセキ



						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		仮計 カリ ケイ		連結調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ ケイ						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		仮計 カリ ケイ		連結
調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ

				水産		0		0		0		0		0		0		22.1%						水産																		3.8%

				事業		113,537		24,454		13,509		3,586		26,352		181,438		▲40,066		141,372				事業		1,407		674		3,757		16		516		0		6,370		▲ 963		5,407

				食品 ショクヒン		0		0		0		0		0		0		24.9%						食品 ショクヒン																0		4.0%

				事業		175,311		31,472		0		3,515		19,909		230,207		▲57,314		172,893				事業		4,592		982		0		365		839		0		6,778		97		6,875

				ﾌｧｲﾝ		0		0		0		0		0		0		9.6%						ﾌｧｲﾝ																0		8.7%

				事業		14,948		0		0		213		0		15,160		▲1,454		13,706				事業		1,128		0		0		58		0		0		1,186		1		1,187

				物流		0		0		0		0		0		0		48.7%						物流																0		9.6%

				事業		16,351		0		0		0		0		16,351		▲7,957		8,394				事業		783		0		0		0		0		0		783		23		806

				その他		0		0		0		0		0		0		25.3%						その他																0		1.1%

				事業		12,013		0		0		85		0		12,097		▲3,063		9,034				事業		70		0		0		4		0		0		74		22		96

				仮計 カリ ケイ		0		0		0		0		0		0								
全社経費 ゼンシャ ケイヒ																0

						332,159		55,926		13,509		7,399		46,261		455,254										0										▲ 3,323		▲ 3,323		27		▲ 3,296

						25.9%		15.1%		70.3%		72.7%		1.5%				24.1%						仮計 カリ ケイ

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲85,873		▲8,418		▲9,492		▲5,377		▲694				▲109,852								7,980		1,656		3,757		442		1,355		▲ 3,323		11,868

				連結計 レンケツ ケイ																				連結調整 レンケツ チョウセイ

				連結計 レンケツ		246,286		47,508		4,017		2,022		45,567		0		0		345,402				調整 チョウセイ		188		131		▲ 960		9		▲ 167		8				▲ 791

																								連結計 レンケツ ケイ		3.3%		3.8%		69.6%		22.3%		2.6%								3.2%

																								連結計 レンケツ		8,168		1,787		2,797		451		1,188		▲ 3,315						11,077



				右肩(前年実績比増減) ゼンネン ジッセキ ヒ ゾウゲン																				右肩(前年実績比増減) ゼンネン ジッセキ ヒ ゾウゲン



						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		仮計 カリ ケイ		連結調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ ケイ						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		仮計 カリ ケイ		連結
調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ

				水産																				水産																		-2.4%

				事業		▲7,882		▲1,344		▲4,124		▲542		▲3,413		▲17,306		2,585		▲14,721				事業		▲ 1,454		▲ 438		▲ 3,811		108		▲ 180		0		▲ 5,776		2,187		▲ 3,589

				食品 ショクヒン		0		0		0		0		0		0				0				食品 ショクヒン		0		0		0		0		0		0		0				▲0.0%

				事業		▲17,867		352		0		▲1,025		▲15		▲18,555		10,291		▲8,264				事業		▲ 453		399		0		▲ 478		79		0		▲ 453		92		▲ 361

				ﾌｧｲﾝ		0		0		0		0		0		0				0				ﾌｧｲﾝ		0		0		0		0		0		0		0				▲0.7%

				事業		▲1,366		0		0		49		0		▲1,317		▲157		▲1,474				事業		▲ 165		0		0		▲ 26		0		0		▲ 191		▲19		▲ 209

				物流		0		0		0		0		0		0				0				物流		0		0		0		0		0		0		0				1.8%

				事業		▲152		0		0		0		0		▲152		189		37				事業		192		0		0		0		0		0		192		▲ 34		157

				その他		0		0		0		0		0		0				0				その他		0		0		0		0		0		0		0				3.0%

				事業		188		0		0		▲3		0		186		▲347		▲160				事業		262		0		0		27		0		0		289		▲ 26		262

				仮計 カリ ケイ		0		0		0		0		0		0		0						
全社経費 ゼンシャ ケイヒ		0		0		0		0		0		0		0

						▲27,078		▲992		▲4,124		▲1,522		▲3,428		▲37,144		0		0				全社		0		0		0		0		0		▲ 371		▲ 371		1		▲ 369

				連結調整 レンケツ チョウセイ																0				仮計 カリ ケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				調整 チョウセイ		9,062		▲159		2,179		1,317		161		0		12,561								▲ 1,619		▲ 39		▲ 3,811		▲ 369		▲ 101		▲ 371		▲ 6,310		0		0

				連結計 レンケツ ケイ		0		0		0		0		0		0		0		0				連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0				0		0		0		0				0

				連結計 レンケツ		▲18,016		▲1,151		▲1,945		▲205		▲3,267		0		0		▲24,583				調整 チョウセイ		205		90		1,967		120		▲ 155		▲ 26		0		2,201

																								連結計 レンケツ ケイ		▲0.4%		0.2%		▲23.6%		▲11.2%		▲0.4%				0		0		▲1.0%

																								連結計 レンケツ		▲ 1,414		51		▲ 1,844		▲ 249		▲ 256		▲ 397		0		0		▲ 4,109





























前年同期セグ別売上（為替の図なし）



				（単位:百万円） タンイ ヒャクマンエン		日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

				水産事業 スイサン ジギョウ		105,655		(▲7,882)		23,110		(▲1,344)		9,385		(▲4,124)		3,044		(▲542)		22,939		(▲3,413)		164,132		(▲17,306)		▲37,481		(2,585)		126,651		(▲14,721)

						113,537				24,454				13,509				3,586				26,352				181,438				▲40,066				141,372

				食品事業 ショクヒン ジギョウ		157,444		(▲17,867)		31,824		(352)						2,490		(▲1,025)		19,894		(▲15)		211,652		(▲18,555)		▲47,023		(10,291)		164,629		(▲8,264)

						175,311				31,472								3,515				19,909				230,207				▲57,314				172,893

				ﾌｧｲﾝ事業 ジギョウ		13,582		(▲1,366)										261		(49)						13,843		(▲1,317)		▲1,611		(▲157)		12,232		(▲1,474)

						14,948												213								15,160				▲1,454				13,706

				物流事業 ブツリュウ ジギョウ		16,199		(▲152)																		16,199		(▲152)		▲7,768		(189)		8,431		(37)

						16,351																				16,351				▲7,957				8,394

				その他　　事業 タ ジギョウ		12,201		(188)										82		(▲3)						12,283		(186)		▲3,410		(▲347)		8,873		(▲160)

						12,013												85								12,097				▲3,063				9,034

				仮計 カリ ケイ		305,081		(▲27,078)		54,934		(▲992)		9,385		(▲4,124)		5,877		(▲1,522)		42,833		(▲3,428)		418,110		(▲37,144)

						332,159				55,926				13,509				7,399				46,261				455,254

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲76,811		(9,062)		▲8,577		(▲159)		▲7,313		(2,179)		▲4,060		(1,317)		▲533		(161)						▲97,291		(12,561)

						▲85,873				▲8,418				▲9,492				▲5,377				▲694								▲109,852

				連結　計 レンケツ ケイ		228,270		(▲18,016)		46,357		(▲1,151)		2,072		(▲1,945)		1,817		(▲205)		42,300		(▲3,267)										320,819		(▲24,583)

						246,286				47,508				4,017				2,022				45,567												345,402



				 （単位:億円）

						日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

				水産事業 スイサン ジギョウ		1,056		(▲78)		231		(▲13)		93		(▲41)		30		(▲5)		229		(▲34)		1,641		(▲173)		▲374		(25)		1,266		(▲147)

						1,135				244				135				35				263				1,814				▲400				1,413

				食品事業 ショクヒン ジギョウ		1,574		(▲178)		318		(3)						24		(▲10)		198		(▲0)		2,116		(▲185)		▲470		(102)		1,646		(▲82)

						1,753				314								35				199				2,302				▲573				1,728

				ファイン
事業 ジギョウ		135		(▲13)										2		(0)						138		(▲13)		▲16		(▲1)		122		(▲14)

						149												2								151				▲14				137

				物流事業 ブツリュウ ジギョウ		161		(▲1)																		161		(▲1)		▲77		(1)		84		(0)

						163																				163				▲79				83

				その他
事業 タ ジギョウ		122		(1)										0		(▲0)						122		(1)		▲34		(▲3)		88		(▲1)

						120												0								120				▲30				90

				仮計 カリ ケイ		3,050		(▲270)		549		(▲9)		93		(▲41)		58		(▲15)		428		(▲34)		4,181		(▲371)

						3,321				559				135				73				462				4,552

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲768		(90)		▲85		(▲1)		▲73		(21)		▲40		(13)		▲5		(1)						▲972		(125)

						▲858				▲84				▲94				▲53				▲6								▲1,098

				連結　計 レンケツ ケイ		2,282		(▲180)		463		(▲11)		20		(▲19)		18		(▲2)		423		(▲32)										3,208		(▲245)

						2,462				475				40				20				455												3,454

				【主な増収要因】

				水産： 日本 横浜通商、金子産業、 北米 UniSea、 アジア NISSUI Singapore ヨコハマ ツウショウ カネコ サンギョウ キタ

				食品： 日本 ニッスイ個別、ハチカン

				その他： 日本 ニッスイエンジニアリング タ



				円高による売上高への影響額（試算）　連結計　 										▲14		億円 オクエン



				※上段は当期実績、下段は前期実績、右肩括弧内は増減を表わす。 トウキ ジッセキ ゼンキ ジッセキ

				※連結調整にはグループ間取引による売上高消去が含まれる。 

				※1）前年同期実績比増収＋348億円の主な内訳： ゼンネン ドウキ ジッセキ ヒ ゾウシュウ オクエン オモ ウチワケ

				      　＋316億円  （日本の増収） ニホン ゾウシュウ

				　       ＋21億円  （海外グループ会社における増収）  カイガイ カイシャ ゾウシュウ

				　       ＋11億円  （連結調整） レンケツ チョウセイ



				※上段は当期累計実績、下段は前年同期累計実績、右肩括弧内は増減を表わす。 トウキ ルイケイ ジッセキ ゼンネン ドウキ ルイケイ ジッセキ

				※連結調整にはグループ間取引による売上高消去が含まれる。　 カン トリヒキ ウリアゲ ダカ ショウキョ フク











前年同期セグ別売上 (為替の図あり)



				（単位:百万円） タンイ ヒャクマンエン		日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

				水産事業 スイサン ジギョウ		105,655		(▲7,882)		23,110		(▲1,344)		9,385		(▲4,124)		3,044		(▲542)		22,939		(▲3,413)		164,132		(▲17,306)		▲37,481		(2,585)		126,651		(▲14,721)

						113,537				24,454				13,509				3,586				26,352				181,438				▲40,066				141,372

				食品事業 ショクヒン ジギョウ		157,444		(▲17,867)		31,824		(352)						2,490		(▲1,025)		19,894		(▲15)		211,652		(▲18,555)		▲47,023		(10,291)		164,629		(▲8,264)

						175,311				31,472								3,515				19,909				230,207				▲57,314				172,893

				ﾌｧｲﾝ事業 ジギョウ		13,582		(▲1,366)										261		(49)						13,843		(▲1,317)		▲1,611		(▲157)		12,232		(▲1,474)

						14,948												213								15,160				▲1,454				13,706

				物流事業 ブツリュウ ジギョウ		16,199		(▲152)																		16,199		(▲152)		▲7,768		(189)		8,431		(37)

						16,351																				16,351				▲7,957				8,394

				その他　　事業 タ ジギョウ		12,201		(188)										82		(▲3)						12,283		(186)		▲3,410		(▲347)		8,873		(▲160)

						12,013												85								12,097				▲3,063				9,034

				仮計 カリ ケイ		305,081		(▲27,078)		54,934		(▲992)		9,385		(▲4,124)		5,877		(▲1,522)		42,833		(▲3,428)		418,110		(▲37,144)

						332,159				55,926				13,509				7,399				46,261				455,254

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲76,811		(9,062)		▲8,577		(▲159)		▲7,313		(2,179)		▲4,060		(1,317)		▲533		(161)						▲97,291		(12,561)

						▲85,873				▲8,418				▲9,492				▲5,377				▲694								▲109,852

				連結　計 レンケツ ケイ		228,270		(▲18,016)		46,357		(▲1,151)		2,072		(▲1,945)		1,817		(▲205)		42,300		(▲3,267)										320,819		(▲24,583)

						246,286				47,508				4,017				2,022				45,567												345,402



				 （単位:億円）

						日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

				水産事業 スイサン ジギョウ		1,056		(▲78)		231		(▲13)		93		(▲41)		30		(▲5)		229		(▲34)		1,641		(▲173)		▲374		(25)		1,266		(▲147)

						1,135				244				135				35				263				1,814				▲400				1,413

				食品事業 ショクヒン ジギョウ		1,574		(▲178)		318		(3)						24		(▲10)		198		(0)		2,116		(▲185)		▲470		(102)		1,646		(▲82)

						1,753				314								35				199				2,302				▲573				1,728

				ファイン
事業 ジギョウ		135		(▲13)										2		(0)						138		(▲13)		▲16		(▲1)		122		(▲14)

						149												2								151				▲14				137

				物流事業 ブツリュウ ジギョウ		161		(▲1)																		161		(▲1)		▲77		(1)		84		(▲0)

						163																				163				▲79				83

				その他　　事業 タ ジギョウ		122		(1)										0		(0)						122		(1)		▲34		(▲3)		88		(▲1)

						120												0								120				▲30				90

				仮計 カリ ケイ		3,050		(▲270)		549		(▲9)		93		(▲41)		58		(▲15)		428		(▲34)		4,181		(▲371)

						3,321				559				135				73				462				4,552

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲768		(90)		▲85		(▲1)		▲73		(21)		▲40		(13)		▲5		(1)						▲972		(125)

						▲858				▲84				▲94				▲53				▲6								▲1,098

				連結　計 レンケツ ケイ		2,282		(▲180)		463		(▲11)		20		(▲19)		18		(▲2)		423		(▲32)										3,208		(▲245)		※1

						2,462				475				40				20				455												3,454

				【主な増収要因】

				水産： 日本 横浜通商、金子産業、 北米 UniSea、 アジア NISSUI Singapore ヨコハマ ツウショウ カネコ サンギョウ キタ

				食品： 日本 ニッスイ個別、ハチカン

				その他： 日本 ニッスイエンジニアリング タ



				円高による売上高への影響額（試算）　連結計　 										▲14		億円 オクエン

																										（単位：億円） タンイ

				※上段は当期累計実績、下段は前年同期実績、右肩括弧内は増減を表わす。 トウキ ルイケイ ジッセキ ゼンネン ドウキ ジッセキ																						通貨名 ツウカ メイ		為替影響 カワセ エイキョウ		為替影響
以外 カワセ エイキョウ イガイ		計 ケイ

				※連結調整にはグループ間取引による売上高消去が含まれる。 																						USD		▲ 21		▲ 70		▲ 91

				※1）前年同期実績比増収＋193億円の主な内訳： ゼンネン ドウキ ジッセキ ヒ ゾウシュウ オクエン オモ ウチワケ																						EUR		11		22		33		 

				      　　＋78億円  （日本の増収） ニホン ゾウシュウ																						DKK		17		22		39

				　        ＋9億円  （※2 海外グループ会社における増収。内訳は右表）  カイガイ カイシャ ゾウシュウ ウチワケ ミギ ヒョウ																						他 タ		2		26		28

				　        +104億円  （連結調整） レンケツ チョウセイ																						計 ケイ		9		0		9		※2







not updated



前年同期セグ別営利



						（単位:百万円） タンイ ヒャクマンエン		日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				消去または全社 ショウキョ ゼンシャ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

						水産事業 スイサン ジギョウ		▲47		(▲1,454)		236		(▲438)		▲54		(▲3,811)		124		(108)		336		(▲180)						594		(▲5,776)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,224		(2,187)		1,818		(▲3,589)

								1,407				674				3,757				16				516								6,370				ERROR:#REF!				▲963				5,407

						食品事業 ショクヒン ジギョウ		4,139		(▲453)		1,381		(399)						▲113		(▲478)		919		(79)						6,326		(▲453)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		188		(92)		6,514		(▲361)

								4,592				982								365				839								6,778				ERROR:#REF!				97				6,875

						ﾌｧｲﾝ事業 ジギョウ		963		(▲165)										32		(▲26)										995		(▲191)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲18		(▲19)		977		(▲209)

								1,128												58												1,186				ERROR:#REF!				1				1,187

						物流事業 ブツリュウ ジギョウ		975		(192)																						975		(192)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲11		(▲34)		964		(157)

								783																								783				ERROR:#REF!				23				806

						その他　　事業 タ ジギョウ		332		(262)										31		(27)										363		(289)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲4		(▲26)		359		(262)

								70												4												74				ERROR:#REF!				22				96

						消去または全社 ショウキョ ゼンシャ																						▲3,694		(▲371)		▲3,694		(▲371)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		28		(1)		▲3,666		(▲369)

																												▲3,323				▲3,323				ERROR:#REF!				27				▲3,296

						仮計 カリ ケイ		6,362		(▲1,619)		1,617		(▲39)		▲54		(▲3,811)		74		(▲369)		1,254		(▲101)		▲3,694		(▲371)		5,559		(▲6,310)

								7,980				1,656				3,757				442				1,355				▲3,323				11,868

						連結調整 レンケツ チョウセイ		392		(205)		221		(90)		1,007		(1,967)		128		(120)		▲322		(▲155)		▲18		(▲26)						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,409		(2,201)

								188				131				▲960				9				▲167				8								ERROR:#REF!				▲791

						連結　計 レンケツ ケイ		6,754		(▲1,414)		1,838		(51)		953		(▲1,844)		202		(▲249)		932		(▲256)		▲3,712		(▲397)														6,968		(▲4,109)

								8,168				1,787				2,797				451				1,188				▲3,315																11,077



						（単位:億円）

								日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				全社経費 ゼンシャ ケイヒ				仮計 カリ ケイ				共通経費配賦 キョウツウケイヒハイフ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ						営業利益率(%) エイギョウ リエキ リツ

						水産事業 スイサン ジギョウ		▲0		(▲14)		2		(▲4)		▲0		(▲38)		1		(1)		3		(▲1)						5		(▲57)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		12		(21)		18		(▲35)				1.4		(▲2.4)

								14				6				37				0				5								63				ERROR:#REF!				▲9				54						3.8

						食品事業 ショクヒン ジギョウ		41		(▲4)		13		(3)						▲1		(▲4)		9		(0)						63		(▲4)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		(0)		65		(▲3)				4.0		(▲0.0)

								45				9								3				8								67				ERROR:#REF!				0				68						4.0

						ファイン
事業 ジギョウ		9		(▲1)										0		(▲0)										9		(▲1)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲0		(▲0)		9		(▲2)				8.0		(▲0.7)

								11												0												11				ERROR:#REF!				▲0				11						8.7

						物流事業 ブツリュウ ジギョウ		9		(1)																						9		(1)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲0		(▲0)		9		(1)				11.4		(1.8)

								7																								7								0				8						9.6

						その他　　事業 タ ジギョウ		3		(2)										0		(0)										3		(2)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲0		(▲0)		3		(2)				4.0		(3.0)

								0												0												0				ERROR:#REF!				0				0						1.1

						全社経費 ゼンシャ ケイヒ																						▲36		(▲3)		▲36		(▲3)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		(0)		▲36		(▲3)

																												▲33				▲33				ERROR:#REF!				0				▲32

						仮計 カリ ケイ		63		(▲16)		16		(▲0)		▲0		(▲38)		0		(▲3)		12		(▲1)		▲36		(▲3)		55		(▲63)

								79				16				37				4				13				▲33				118

						連結調整 レンケツ チョウセイ		3		(2)		2		(0)		10		(19)		1		(1)		▲3		(▲1)		▲0		(▲0)										14		(22)

								1				1				▲9				0				▲1				0												▲7

						連結　計 レンケツ ケイ		67		(▲14)		18		(0)		9		(▲18)		2		(▲2)		9		(▲2)		▲37		(▲3)														69		(▲41)				2.2		(▲1.0)

								81				17				27				4				11				▲33																110						3.2

						【主な増益要因】

						水産： 日本 金子産業、 北米 UniSea、 アジア NISSUI Indonesia ニホン カネコ サンギョウ

						【主な減益要因】 ゲン エキ

						水産： 日本 ニッスイ個別、　南米 Salmones Antartica ニホン コベツ

						食品： 日本 ニッスイ個別、　北米 Gorton's ショクヒン ニホン コベツ キタ



						※上段は当期累計実績、下段は前年同期累計実績、右肩括弧内は増減を表わす。 トウキ ルイケイ ジッセキ ゼンネン ドウキ ルイケイ ジッセキ

						※連結調整にはのれん償却、たな卸資産の未実現利益消去等が含まれる。　 ショウキョ









為替資料より

				2018年度第3四半期決算　為替換算による影響額　 ダイ シハンキ ケッサン カワセ カンサン エイキョウガク



								現地通貨 ゲンチ ツウカ												会社別円貨額（百万円） カイシャ ベツ エンカ ガク ヒャクマンエン

				現地
報告通貨 ゲンチ ホウコク ツウカ				18Ｑ3実績
（現地報告通貨） ジッセキ ゲンチ ホウコク ツウカ				17Ｑ3実績
（現地報告通貨） ジッセキ ゲンチ ホウコク ツウカ				前年比増減
（現地報告通貨） ゼンネン ヒ ゾウゲン				18Ｑ3実績
（現地報告通貨） ジッセキ ゲンチ ホウコク ツウカ				17Ｑ3実績
（現地報告通貨） ジッセキ ゲンチ ホウコク ツウカ				前年比増減
（現地報告通貨） ゼンネン ヒ ゾウゲン				前年同期比
為替換算影響 ゼンネン ドウキ ヒ カワセ カンサン エイキョウ				前年同期比(為替影響除く）
（百万円） ゼンネン ドウキ ヒ カワセ エイキョウ ノゾ ヒャクマンエン

								売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ

				USD		　BERING SEA		23,625		768		22,799		488		825		280		2,557		84		2,568		55		(11)		29		(101)		(2)		90		31

				USD		　EMDEPES		27,678		2,772		17,630		-3,251		10,047		6,022		3,075		326		1,962		(367)		1,112		692		(5)		23		1,117		669

				USD		  SALMONES ANTARTICA		105,091		15,904		149,333		55,049		-44,242		-39,144		11,494		1,737		16,708		6,165		(5,214)		(4,428)		(275)		(46)		(4,938)		(4,381)

				USD		  UNISEA		150,152		16,088		138,374		9,235		11,778		6,853		16,492		1,766		15,470		1,035		1,022		731		(288)		(37)		1,310		768

				USD		　NISSUI (USA)		9,664		(332)		8,668		(341)		996		9		1,054		(36)		970		(38)		84		2		(27)		1		111		1

				USD		  F.W.BRYCE		126,010		1,991		153,127		1,017		-27,117		974		13,797		218		17,117		115		(3,320)		103		(301)		(5)		(3,018)		108

				USD		  NISSUI (A･L)     		848		(657)		1,766		(10)		-918		-647		93		(72)		197		(1)		(104)		(71)		(2)		1		(103)		(73)

				USD		　NISSUI（A･L PERU)　 		176		21		176		4		0		17		19		2		20		0		(0)		2		(0)		(0)		(0)		2

				USD		　NISSUI (S'PORE)   		2,103		-59		8,333		-36		-6,229		-23		226		(6)		932		(4)		(706)		(2)		(11)		0		(695)		(3)

				USD		  GORTONS		204,497		5,929		213,188		2,588		-8,691		3,341		22,373		646		23,869		292		(1,496)		354		(517)		(19)		(979)		373

				USD		　KING AND PRINCE		166,128		3,634		163,577		4,636		2,551		-1,002		18,194		398		18,296		518		(102)		(120)		(388)		(9)		286		(112)

				USD				815,973		46,058		876,971		69,379		(60,998)		(23,321)		89,374		5,063		98,110		7,770		(8,736)		(2,708)		(1,916)		(92)		(6,819)		(2,616)

				EUR		　NISSUI (EUROPE)   		338		(532)		188		(712)		150		180		44		(69)		24		(89)		20		20		2		(2)		18		22

				EUR		  CITE MARINE		193,263		10,791		171,820		11,327		21,444		-536		25,249		1,412		21,522		1,419		3,727		(7)		1,086		70		2,641		(77)

				EUR				193,601		10,259		172,007		10,615		21,594		(356)		25,293		1,343		21,546		1,330		3,747		13		1,088		68		2,660		(56)

				THB		　NISSUI THAILAND		1,049,442		(18,784)		1,011,095		(28,733)		38,347		9,949		3,578		(64)		3,318		(94)		260		30		134		(2)		126		32

				THB		  TN FINE CHEMICALS		96,785		25,819		104,472		29,803		-7,687		-3,984		330		88		343		98		(13)		(10)		13		3		(26)		(13)

				THB		　Thai Delmar		1,575,036		213,792		1,410,924		146,053		164,111		67,738		5,362		728		4,713		487		649		241		98		14		551		227

				THB				2,721,263		220,827		2,526,491		147,123		194,771		73,703		9,270		752		8,374		490		897		262		245		16		651		246

				DKK		　NORDIC SEAFOOD		2,385,926		67,562		2,174,445		54,017		211,481		13,545		41,813		1,184		36,652		916		5,161		268		1,588		42		3,573		226

				BRL		  NETUNO		0		(774)		0		(706)		0		(68)				(23)				(25)		0		2		0		4		0		(2)

				VND		  NIGICO 　　		416,785		24,588		364,962		30,657		51,823		(6,069)		1,991		118		1,790		150		201		(32)		(53)		(2)		254		(30)

				GBP		  CAISTOR SEAFOODS		42,337		(460)		27,983		(166)		14,354		(294)		6,269		(69)		4,059		(25)		2,210		(44)		45		(0)		2,165		(44)

				CNY		　青島チルディー アオシマ		10,153		(1,914)		7,070		169		3,083		(2,083)		169		(32)		116		3		53		(34)		1		0		51		(35)

				CNY		  青島日水食品研究開発		13,421		(2,279)		12,012		(57)		1,409		(2,222)		225		(39)		198		(1)		27		(38)		5		(2)		23		(36)

				CNY				23,575		(4,192)		19,082		112		4,493		(4,304)		394		(70)		314		2		80		(72)		6		(1)		74		(71)

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ														174,405		8,320		170,844		10,633		3,561		(2,314)		1,002		34		2,558		(2,346)





























【参考】 セグメントマトリックス 営業利益（前年同期比）

33

（単位:億円）

▲0 (▲14) 2 (▲4) ▲0 (▲38) 1 (1) 3 (▲1) 5 (▲57) 12 (21) 18 (▲35) 1.4 (▲2.4)

14 6 37 0 5 63 ▲9 54 3.8
41 (▲4) 13 (3) ▲1 (▲4) 9 (0) 63 (▲4) 1 (0) 65 (▲3) 4.0 (▲0.0)

45 9 3 8 67 0 68 4.0
9 (▲1) 0 (▲0) 9 (▲1) ▲0 (▲0) 9 (▲2) 8.0 (▲0.7)

11 0 11 0 11 8.7
9 (1) 9 (1) ▲0 (▲0) 9 (1) 11.4 (1.8)
7 7 0 8 9.6
3 (2) 0 (0) 3 (2) ▲0 (▲0) 3 (2) 4.0 (3.0)
0 0 0 0 0 1.1

▲36 (▲3) ▲36 (▲3) 0 (0) ▲36 (▲3)

▲33 ▲33 0 ▲32
63 (▲16) 16 (▲0) ▲0 (▲38) 0 (▲3) 12 (▲1) ▲36 (▲3) 55 (▲63)

79 16 37 4 13 ▲33 118
3 (2) 2 (0) 10 (19) 1 (1) ▲3 (▲1) ▲0 (▲0) 14 (22)
1 1 ▲9 0 ▲1 0 ▲7

67 (▲14) 18 (0) 9 (▲18) 2 (▲2) 9 (▲2) ▲37 (▲3) 69 (▲41) 2.2 (▲1.0)

81 17 27 4 11 ▲33 110 3.2
※上段は当期累計実績、下段は前年同期累計実績、右肩括弧内は増減を表わす。
※連結調整にはのれん償却、たな卸資産の未実現利益消去等が含まれる。　

仮計

連結調整

連結　計

全社経費

ヨーロッパ日本 北米 南米 アジア

水産事業

食品事業

ファイン
事業

物流事業

その他
事業

営業利益率(%)仮計 連結　計全社経費 連結調整


【内訳】短期

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		80433465		68512444		11921021		80433465		68512444		11921021		68512444		11921021		68512444		11921021

		KA600A 黒瀬水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA866A 大分中央水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN300A 中谷水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB775A 共和水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KG856B モガミフーズ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE8210 ニシショウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE9420 日豊食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE066B チルディー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KI049B 日本クッカリー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE335C 日水物流		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1530 北海道日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB668C キャリーネット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1870 ハチテイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		600000		0		600000		600000		0		600000		0		600000		0		600000

		KX712A 博多まるきた水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH315A 横浜通商		2148777		2351069		-202292		2148777		2351069		-202292		2351069		-202292		2351069		-202292

		KH134A 山津水産		0		705000		-705000		0		705000		-705000		705000		-705000		705000		-705000

		KJ121B デルマール		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国内連結合計		2748777		3056069		-307292		2748777		3056069		-307292		3056069		-307292		3056069		-307292

		KP612A ＮＡＬ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP613A ＳＡ		2208959		2317310		-108351		2208959		2317310		-108351		2317310		-108351		2317310		-108351

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		490587		0		490587		490587		0		490587		0		490587		0		490587

		KO604A FRIOSUR		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KC900A Sur Austral		490587		0		490587		490587		0		490587		0		490587		0		490587

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		1156624		885888		270736		1156624		885888		270736		885888		270736		885888		270736

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		1332365		46140		1286225		1332365		46140		1286225		46140		1286225		46140		1286225

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		9442246		10361250		-919004		9442246		10361250		-919004		10361250		-919004		10361250		-919004

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		0		230076		-230076		0		230076		-230076		230076		-230076		230076		-230076

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		2060890		1320000		740890		2060890		1320000		740890		1320000		740890		1320000		740890

		KP607A NISSUI SPORE		1840426		940469		899957		1840426		940469		899957		940469		899957		940469		899957

		KO697A NIGICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		837000		828000		9000		837000		828000		9000		828000		9000		828000		9000

		KB666A 厦門日水鰻養		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB672B 山東日水		1633972		1953730		-319758		1633972		1953730		-319758		1953730		-319758		1953730		-319758

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		859747		0		859747		859747		0		859747		0		859747		0		859747

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		4375531		0		4375531		4375531		0		4375531		0		4375531		0		4375531

		海外連結合計		26728934		18882863		7846071		26728934		18882863		7846071		18882863		7846071		18882863		7846071

		連結計		29477711		21938932		7538779		29477711		21938932		7538779		21938932		7538779		21938932		7538779

		総合計		109911176		90451376		19459800		109911176		90451376		19459800		90451376		19459800		90451376		19459800

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF865A ホウスイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





【内訳】関短期

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA600A 黒瀬水産		1854496		2100000		-245504		0		0		0		2100000		-245504		0		0

		KA866A 大分中央水産		305668		204800		100868		0		0		0		204800		100868		0		0

		KN300A 中谷水産		3673183		3997229		-324046		0		0		0		3997229		-324046		0		0

		KB775A 共和水産		790000		0		790000		0		0		0		0		790000		0		0

		KG856B モガミフーズ		858000		890000		-32000		0		0		0		890000		-32000		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		179907		0		179907		0		0		0		0		179907		0		0

		KE8210 ニシショウ		2634633		3100000		-465367		0		0		0		3100000		-465367		0		0

		KE9420 日豊食品		1002035		815495		186540		0		0		0		815495		186540		0		0

		KE066B チルディー		810917		795310		15607		0		0		0		795310		15607		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		201215		228593		-27378		0		0		0		228593		-27378		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		583063		722126		-139063		0		0		0		722126		-139063		0		0

		KI049B 日本クッカリー		2361620		1627594		734026		0		0		0		1627594		734026		0		0

		KE335C 日水物流		9911375		7171060		2740315		0		0		0		7171060		2740315		0		0

		KF1530 北海道日水		1420941		1173590		247351		0		0		0		1173590		247351		0		0

		KB668C キャリーネット		72240		76210		-3970		0		0		0		76210		-3970		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		667975		602493		65482		0		0		0		602493		65482		0		0

		KF1870 ハチテイ		500000		519253		-19253		0		0		0		519253		-19253		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		200000		0		200000		0		0		0		0		200000		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		176758		-176758		0		0		0		176758		-176758		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		16849307		15885890		963417		0		0		0		15885890		963417		0		0

		KX712A 博多まるきた水産		1257997		760000		497997		0		0		0		760000		497997		0		0

		KH315A 横浜通商		0		209196		-209196		0		0		0		209196		-209196		0		0

		KH134A 山津水産		150000		0		150000		50000		0		50000		0		150000		0		50000

		KJ121B デルマール		2057631		0		2057631		0		0		0		0		2057631		0		0

		国内連結合計		48342203		41055597		7286606		50000		0		50000		41055597		7286606		0		50000

		KP612A ＮＡＬ		3115937		1886408		1229529		0		0		0		1886408		1229529		0		0

		KP613A ＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO604A FRIOSUR		764273		1122739		-358466		0		0		0		1122739		-358466		0		0

		KC900A Sur Austral		688917		910442		-221525		0		0		0		910442		-221525		0		0

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		0		580392		-580392		0		0		0		580392		-580392		0		0

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		2248898		1632843		616055		0		0		0		1632843		616055		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		5509294		700605		4808689		0		0		0		700605		4808689		0		0

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP607A NISSUI SPORE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO697A NIGICO		555686		360026		195660		0		0		0		360026		195660		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		238151		0		238151		0		0		0		0		238151		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		1470768		923503		547265		0		0		0		923503		547265		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB666A 厦門日水鰻養		558455		546776		11679		0		0		0		546776		11679		0		0

		KB672B 山東日水		1996639		1988277		8362		0		0		0		1988277		8362		0		0

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		海外連結合計		17147018		10652011		6495007		0		0		0		10652011		6495007		0		0

		連結計		65489221		51707608		13781613		50000		0		50000		51707608		13781613		0		50000

		総合計		65489221		51707608		13781613		50000		0		50000		51707608		13781613		0		50000

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		18489		58249		-39760		18489		58249		-39760		58249		-39760		58249		-39760

		KF865A ホウスイ		1130000		413000		717000		1130000		413000		717000		413000		717000		413000		717000

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		1148489		471249		677240		1148489		471249		677240		471249		677240		471249		677240





【内訳】１年内

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		16853860		14753655		2100205		16853860		14753655		2100205		14753655		2100205		14753655		2100205

		KA600A 黒瀬水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA866A 大分中央水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN300A 中谷水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB775A 共和水産		68651		138159		-69508		68651		138159		-69508		138159		-69508		138159		-69508

		KG856B モガミフーズ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		0		68000		-68000		0		68000		-68000		68000		-68000		68000		-68000

		KE8210 ニシショウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE9420 日豊食品		45840		45840		0		45840		45840		0		45840		0		45840		0

		KE066B チルディー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KI049B 日本クッカリー		1502754		1033336		469418		1502754		1033336		469418		1033336		469418		1033336		469418

		KE335C 日水物流		14000		125600		-111600		14000		125600		-111600		125600		-111600		125600		-111600

		KF1530 北海道日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB668C キャリーネット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1870 ハチテイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KX712A 博多まるきた水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH315A 横浜通商		0		99996		-99996		0		99996		-99996		99996		-99996		99996		-99996

		KH134A 山津水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KJ121B デルマール		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国内連結合計		1631245		1510931		120314		1631245		1510931		120314		1510931		120314		1510931		120314

		KP612A ＮＡＬ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP613A ＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO604A FRIOSUR		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KC900A Sur Austral		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		0		6818486		-6818486		0		6818486		-6818486		6818486		-6818486		6818486		-6818486

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		91202		89483		1719		91202		89483		1719		89483		1719		89483		1719

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		0		924000		-924000		0		924000		-924000		924000		-924000		924000		-924000

		KP607A NISSUI SPORE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO697A NIGICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB666A 厦門日水鰻養		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB672B 山東日水		24571		91567		-66996		24571		91567		-66996		91567		-66996		91567		-66996

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		26064		0		26064		26064		0		26064		0		26064		0		26064

		海外連結合計		141837		7923536		-7781699		141837		7923536		-7781699		7923536		-7781699		7923536		-7781699

		連結計		1773082		9434467		-7661385		1773082		9434467		-7661385		9434467		-7661385		9434467		-7661385

		総合計		18626942		24188122		-5561180		18626942		24188122		-5561180		24188122		-5561180		24188122		-5561180

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF865A ホウスイ		309800		451800		-142000		309800		451800		-142000		451800		-142000		451800		-142000

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		309800		451800		-142000		309800		451800		-142000		451800		-142000		451800		-142000





【内訳】長期

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		102182183		95885171		6297012		102182183		95885171		6297012		95885171		6297012		95885171		6297012

		KA600A 黒瀬水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA866A 大分中央水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN300A 中谷水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB775A 共和水産		236769		45420		191349		236769		45420		191349		45420		191349		45420		191349

		KG856B モガミフーズ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE8210 ニシショウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE9420 日豊食品		171820		217660		-45840		171820		217660		-45840		217660		-45840		217660		-45840

		KE066B チルディー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KI049B 日本クッカリー		4000000		5502754		-1502754		4000000		5502754		-1502754		5502754		-1502754		5502754		-1502754

		KE335C 日水物流		0		14000		-14000		0		14000		-14000		14000		-14000		14000		-14000

		KF1530 北海道日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB668C キャリーネット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1870 ハチテイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		4377500		4872000		-494500		4377500		4872000		-494500		4872000		-494500		4872000		-494500

		KX712A 博多まるきた水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH315A 横浜通商		0		141681		-141681		0		141681		-141681		141681		-141681		141681		-141681

		KH134A 山津水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KJ121B デルマール		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国内連結合計		8786089		10793515		-2007426		8786089		10793515		-2007426		10793515		-2007426		10793515		-2007426

		KP612A ＮＡＬ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP613A ＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO604A FRIOSUR		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KC900A Sur Austral		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		4889400		0		4889400		4889400		0		4889400		0		4889400		0		4889400

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		273377		195341		78036		273377		195341		78036		195341		78036		195341		78036

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP607A NISSUI SPORE		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO697A NIGICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB666A 厦門日水鰻養		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB672B 山東日水		0		119586		-119586		0		119586		-119586		119586		-119586		119586		-119586

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		144800		0		144800		144800		0		144800		0		144800		0		144800

		海外連結合計		5307577		314927		4992650		5307577		314927		4992650		314927		4992650		314927		4992650

		連結計		14093666		11108442		2985224		14093666		11108442		2985224		11108442		2985224		11108442		2985224

		総合計		116275849		106993613		9282236		116275849		106993613		9282236		106993613		9282236		106993613		9282236

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF865A ホウスイ		487700		497500		-9800		487700		497500		-9800		497500		-9800		497500		-9800

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		487700		497500		-9800		487700		497500		-9800		497500		-9800		497500		-9800





【内訳】関長期

		 		個別当期		個別前期		増減		ＦＳ当期数値		ＦＳ前期数値		増減		個別前年同期		増減		ＦＳ前年同期数値		増減

		K00010 日本水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA600A 黒瀬水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA866A 大分中央水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN300A 中谷水産		1071000		1391000		-320000		0		0		0		1391000		-320000		0		0

		KB775A 共和水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KG856B モガミフーズ		116000		385000		-269000		0		0		0		385000		-269000		0		0

		KB612B 北九州ニッスイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE8210 ニシショウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE9420 日豊食品		190000		266000		-76000		0		0		0		266000		-76000		0		0

		KE066B チルディー		464000		534000		-70000		0		0		0		534000		-70000		0		0

		KH808B 群馬ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF923B 北陸ﾌﾚｯｼｭﾌｰｽﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KI049B 日本クッカリー		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE335C 日水物流		8600		3923736		-3915136		0		0		0		3923736		-3915136		0		0

		KF1530 北海道日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB668C キャリーネット		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE927D 日水製薬		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT322D 北海道ファイン		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF1870 ハチテイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP541V 日水ﾌｰﾄﾞｼｽﾃﾑ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE924V ﾆｯｽｲ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP617V ﾆｯｽｲﾏﾘﾝ工業		600000		0		600000		0		0		0		0		600000		0		0

		KE958V 日本海洋事業		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN830V 富士製函		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KN291V 長崎造船		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KT356V ﾆｯｽｲｼﾞｰﾈｯﾄ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KX712A 博多まるきた水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH315A 横浜通商		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH134A 山津水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KJ121B デルマール		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		国内連結合計		2449600		6499736		-4050136		0		0		0		6499736		-4050136		0		0

		KP612A ＮＡＬ		512367		378738		133629		0		0		0		378738		133629		0		0

		KP613A ＳＡ		2567495		2369268		198227		0		0		0		2369268		198227		0		0

		KP603A ＥＭＤＥＰＥＳ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KO604A FRIOSUR		84199		0		84199		0		0		0		0		84199		0		0

		KC900A Sur Austral		0		519885		-519885		0		0		0		519885		-519885		0		0

		KO490A DOSA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP606A ＰＥＳＰＡＳＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP615A ＰＥＳＡＮＴＡＲ		2659831		0		2659831		0		0		0		0		2659831		0		0

		KP601A ＵＮＩＳＥＡ		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KH669A NISSUI USA-水産*		1859268		8327949		-6468681		0		0		0		8327949		-6468681		0		0

		KH669B NISSUI USA-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610A NISSUI EUR-水産*		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP610B NISSUI EUR-食品		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KA619A EUROPACIFICO		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KP607A NISSUI SPORE		299883		338928		-39045		0		0		0		338928		-39045		0		0

		KO697A NIGICO		0		270019		-270019		0		0		0		270019		-270019		0		0

		KR638A NIGICO AQUA		0		270019		-270019		0		0		0		270019		-270019		0		0

		KB282A NISSUI INDONESIA		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB670A NISSUI THAILAND		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB666A 厦門日水鰻養		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB672B 山東日水		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KU033D TN Fine		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KR408V 青島日水食品研究		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KZ507A Netuno inter		1426612		0		1426612		0		0		0		0		1426612		0		0

		KZ812B Thai Delmar		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF453A Nordic Seafood		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		海外連結合計		9409655		12474806		-3065151		0		0		0		12474806		-3065151		0		0

		連結計		11859255		18974542		-7115287		0		0		0		18974542		-7115287		0		0

		総合計		11859255		18974542		-7115287		0		0		0		18974542		-7115287		0		0

		KA745A えさ一番		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB7770 共和テクノス		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KB999V 恵光水産		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KE264C 東京水産運輸		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		KF865A ホウスイ		0		379000		-379000		0		379000		-379000		379000		-379000		379000		-379000

		KS309A FISH RAIN		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		当期異動会社合計		0		379000		-379000		0		379000		-379000		379000		-379000		379000		-379000





元データ貼付け

				売上高 ウリアゲ ダカ																				営業利益 エイギョウ リエキ

				上段（当期実績） ジョウダン トウキ ジッセキ																				上段(当期実績） ジョウダン トウキ ジッセキ



						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		仮計 カリ ケイ		連結調整 レンケツ チョウセイ		　連結計 レンケツ ケイ						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		
全社経費 ゼンシャ ケイヒ		仮計 カリ ケイ		連結
調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ

				水産														22.8%						水産																		1.4%

				事業		105,655		23,110		9,385		3,044		22,939		164,132		▲37,481		126,651				事業		▲ 47		236		▲ 54		124		336		0		594		1,224		1,818

				食品 ショクヒン														22.2%						食品 ショクヒン																		4.0%

				事業		157,444		31,824		0		2,490		19,894		211,652		▲47,023		164,629				事業		4,139		1,381		0		▲ 113		919		0		6,326		188		6,514

				ﾌｧｲﾝ														11.6%						ﾌｧｲﾝ																		8.0%

				事業		13,582		0		0		261		0		13,843		▲1,611		12,232				事業		963		0		0		32		0		0		995		▲ 18		977

				物流														48.0%						物流																		11.4%

				事業		16,199		0		0		0		0		16,199		▲7,768		8,431				事業		975		0		0		0		0		0		975		▲ 11		964

				その他														27.8%						その他																		4.0%

				事業		12,201		0		0		82		0		12,283		▲3,410		8,873				事業		332		0		0		31		0		0		363		▲ 4		359

				仮計 カリ ケイ																				（注２） チュウ

						305,081		54,934		9,385		5,877		42,833		418,110								全社経費 ゼン シャ ケイヒ		0		0		0		0		0		▲ 3,694		▲ 3,694		28		▲ 3,666

				(注2） チュウ		25.2%		15.6%		77.9%		69.1%		1.2%				23.3%						仮計 カリ ケイ

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲76,811		▲8,577		▲7,313		▲4,060		▲533				▲97,291		（注1） チュウ						6,362		1,617		▲ 54		74		1,254		▲ 3,694		5,559

				連結計 レンケツ ケイ																				連結調整 レンケツ チョウセイ

				連結計 レンケツ		228,270		46,357		2,072		1,817		42,300						320,819				調整 チョウセイ		392		221		1,007		128		▲ 322		▲ 18				1,409		（注1） チュウ

																								連結計 レンケツ ケイ		3.0%		4.0%		46.0%		11.1%		2.2%								2.2%

																								連結計 レンケツ		6,754		1,838		953		202		932		▲ 3,712						6,968



				下段(前年実績) ゼンネン ジッセキ																				下段(前年実績) ゼンネン ジッセキ



						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		仮計 カリ ケイ		連結調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ ケイ						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		仮計 カリ ケイ		連結
調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ

				水産		0		0		0		0		0		0		22.1%						水産																		3.8%

				事業		113,537		24,454		13,509		3,586		26,352		181,438		▲40,066		141,372				事業		1,407		674		3,757		16		516		0		6,370		▲ 963		5,407

				食品 ショクヒン		0		0		0		0		0		0		24.9%						食品 ショクヒン																0		4.0%

				事業		175,311		31,472		0		3,515		19,909		230,207		▲57,314		172,893				事業		4,592		982		0		365		839		0		6,778		97		6,875

				ﾌｧｲﾝ		0		0		0		0		0		0		9.6%						ﾌｧｲﾝ																0		8.7%

				事業		14,948		0		0		213		0		15,160		▲1,454		13,706				事業		1,128		0		0		58		0		0		1,186		1		1,187

				物流		0		0		0		0		0		0		48.7%						物流																0		9.6%

				事業		16,351		0		0		0		0		16,351		▲7,957		8,394				事業		783		0		0		0		0		0		783		23		806

				その他		0		0		0		0		0		0		25.3%						その他																0		1.1%

				事業		12,013		0		0		85		0		12,097		▲3,063		9,034				事業		70		0		0		4		0		0		74		22		96

				仮計 カリ ケイ		0		0		0		0		0		0								
全社経費 ゼンシャ ケイヒ																0

						332,159		55,926		13,509		7,399		46,261		455,254										0										▲ 3,323		▲ 3,323		27		▲ 3,296

						25.9%		15.1%		70.3%		72.7%		1.5%				24.1%						仮計 カリ ケイ

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲85,873		▲8,418		▲9,492		▲5,377		▲694				▲109,852								7,980		1,656		3,757		442		1,355		▲ 3,323		11,868

				連結計 レンケツ ケイ																				連結調整 レンケツ チョウセイ

				連結計 レンケツ		246,286		47,508		4,017		2,022		45,567		0		0		345,402				調整 チョウセイ		188		131		▲ 960		9		▲ 167		8				▲ 791

																								連結計 レンケツ ケイ		3.3%		3.8%		69.6%		22.3%		2.6%								3.2%

																								連結計 レンケツ		8,168		1,787		2,797		451		1,188		▲ 3,315						11,077



				右肩(前年実績比増減) ゼンネン ジッセキ ヒ ゾウゲン																				右肩(前年実績比増減) ゼンネン ジッセキ ヒ ゾウゲン



						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		仮計 カリ ケイ		連結調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ ケイ						日本		北米		南米		ｱｼﾞｱ		ﾖｰﾛｯﾊﾟ		全社経費 ゼンシャ ケイヒ		仮計 カリ ケイ		連結
調整 レンケツ チョウセイ		連結計 レンケツ

				水産																				水産																		-2.4%

				事業		▲7,882		▲1,344		▲4,124		▲542		▲3,413		▲17,306		2,585		▲14,721				事業		▲ 1,454		▲ 438		▲ 3,811		108		▲ 180		0		▲ 5,776		2,187		▲ 3,589

				食品 ショクヒン		0		0		0		0		0		0				0				食品 ショクヒン		0		0		0		0		0		0		0				▲0.0%

				事業		▲17,867		352		0		▲1,025		▲15		▲18,555		10,291		▲8,264				事業		▲ 453		399		0		▲ 478		79		0		▲ 453		92		▲ 361

				ﾌｧｲﾝ		0		0		0		0		0		0				0				ﾌｧｲﾝ		0		0		0		0		0		0		0				▲0.7%

				事業		▲1,366		0		0		49		0		▲1,317		▲157		▲1,474				事業		▲ 165		0		0		▲ 26		0		0		▲ 191		▲19		▲ 209

				物流		0		0		0		0		0		0				0				物流		0		0		0		0		0		0		0				1.8%

				事業		▲152		0		0		0		0		▲152		189		37				事業		192		0		0		0		0		0		192		▲ 34		157

				その他		0		0		0		0		0		0				0				その他		0		0		0		0		0		0		0				3.0%

				事業		188		0		0		▲3		0		186		▲347		▲160				事業		262		0		0		27		0		0		289		▲ 26		262

				仮計 カリ ケイ		0		0		0		0		0		0		0						
全社経費 ゼンシャ ケイヒ		0		0		0		0		0		0		0

						▲27,078		▲992		▲4,124		▲1,522		▲3,428		▲37,144		0		0				全社		0		0		0		0		0		▲ 371		▲ 371		1		▲ 369

				連結調整 レンケツ チョウセイ																0				仮計 カリ ケイ		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				調整 チョウセイ		9,062		▲159		2,179		1,317		161		0		12,561								▲ 1,619		▲ 39		▲ 3,811		▲ 369		▲ 101		▲ 371		▲ 6,310		0		0

				連結計 レンケツ ケイ		0		0		0		0		0		0		0		0				連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0				0		0		0		0				0

				連結計 レンケツ		▲18,016		▲1,151		▲1,945		▲205		▲3,267		0		0		▲24,583				調整 チョウセイ		205		90		1,967		120		▲ 155		▲ 26		0		2,201

																								連結計 レンケツ ケイ		▲0.4%		0.2%		▲23.6%		▲11.2%		▲0.4%				0		0		▲1.0%

																								連結計 レンケツ		▲ 1,414		51		▲ 1,844		▲ 249		▲ 256		▲ 397		0		0		▲ 4,109





























前年同期セグ別売上（為替の図なし）



				（単位:百万円） タンイ ヒャクマンエン		日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

				水産事業 スイサン ジギョウ		105,655		(▲7,882)		23,110		(▲1,344)		9,385		(▲4,124)		3,044		(▲542)		22,939		(▲3,413)		164,132		(▲17,306)		▲37,481		(2,585)		126,651		(▲14,721)

						113,537				24,454				13,509				3,586				26,352				181,438				▲40,066				141,372

				食品事業 ショクヒン ジギョウ		157,444		(▲17,867)		31,824		(352)						2,490		(▲1,025)		19,894		(▲15)		211,652		(▲18,555)		▲47,023		(10,291)		164,629		(▲8,264)

						175,311				31,472								3,515				19,909				230,207				▲57,314				172,893

				ﾌｧｲﾝ事業 ジギョウ		13,582		(▲1,366)										261		(49)						13,843		(▲1,317)		▲1,611		(▲157)		12,232		(▲1,474)

						14,948												213								15,160				▲1,454				13,706

				物流事業 ブツリュウ ジギョウ		16,199		(▲152)																		16,199		(▲152)		▲7,768		(189)		8,431		(37)

						16,351																				16,351				▲7,957				8,394

				その他　　事業 タ ジギョウ		12,201		(188)										82		(▲3)						12,283		(186)		▲3,410		(▲347)		8,873		(▲160)

						12,013												85								12,097				▲3,063				9,034

				仮計 カリ ケイ		305,081		(▲27,078)		54,934		(▲992)		9,385		(▲4,124)		5,877		(▲1,522)		42,833		(▲3,428)		418,110		(▲37,144)

						332,159				55,926				13,509				7,399				46,261				455,254

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲76,811		(9,062)		▲8,577		(▲159)		▲7,313		(2,179)		▲4,060		(1,317)		▲533		(161)						▲97,291		(12,561)

						▲85,873				▲8,418				▲9,492				▲5,377				▲694								▲109,852

				連結　計 レンケツ ケイ		228,270		(▲18,016)		46,357		(▲1,151)		2,072		(▲1,945)		1,817		(▲205)		42,300		(▲3,267)										320,819		(▲24,583)

						246,286				47,508				4,017				2,022				45,567												345,402



				 （単位:億円）

						日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

				水産事業 スイサン ジギョウ		1,056		(▲78)		231		(▲13)		93		(▲41)		30		(▲5)		229		(▲34)		1,641		(▲173)		▲374		(25)		1,266		(▲147)

						1,135				244				135				35				263				1,814				▲400				1,413

				食品事業 ショクヒン ジギョウ		1,574		(▲178)		318		(3)						24		(▲10)		198		(▲0)		2,116		(▲185)		▲470		(102)		1,646		(▲82)

						1,753				314								35				199				2,302				▲573				1,728

				ファイン
事業 ジギョウ		135		(▲13)										2		(0)						138		(▲13)		▲16		(▲1)		122		(▲14)

						149												2								151				▲14				137

				物流事業 ブツリュウ ジギョウ		161		(▲1)																		161		(▲1)		▲77		(1)		84		(0)

						163																				163				▲79				83

				その他
事業 タ ジギョウ		122		(1)										0		(▲0)						122		(1)		▲34		(▲3)		88		(▲1)

						120												0								120				▲30				90

				仮計 カリ ケイ		3,050		(▲270)		549		(▲9)		93		(▲41)		58		(▲15)		428		(▲34)		4,181		(▲371)

						3,321				559				135				73				462				4,552

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲768		(90)		▲85		(▲1)		▲73		(21)		▲40		(13)		▲5		(1)						▲972		(125)

						▲858				▲84				▲94				▲53				▲6								▲1,098

				連結　計 レンケツ ケイ		2,282		(▲180)		463		(▲11)		20		(▲19)		18		(▲2)		423		(▲32)										3,208		(▲245)

						2,462				475				40				20				455												3,454

				【主な増収要因】

				水産： 日本 横浜通商、金子産業、 北米 UniSea、 アジア NISSUI Singapore ヨコハマ ツウショウ カネコ サンギョウ キタ

				食品： 日本 ニッスイ個別、ハチカン

				その他： 日本 ニッスイエンジニアリング タ



				円高による売上高への影響額（試算）　連結計　 										▲14		億円 オクエン



				※上段は当期実績、下段は前期実績、右肩括弧内は増減を表わす。 トウキ ジッセキ ゼンキ ジッセキ

				※連結調整にはグループ間取引による売上高消去が含まれる。 

				※1）前年同期実績比増収＋348億円の主な内訳： ゼンネン ドウキ ジッセキ ヒ ゾウシュウ オクエン オモ ウチワケ

				      　＋316億円  （日本の増収） ニホン ゾウシュウ

				　       ＋21億円  （海外グループ会社における増収）  カイガイ カイシャ ゾウシュウ

				　       ＋11億円  （連結調整） レンケツ チョウセイ



				※上段は当期累計実績、下段は前年同期累計実績、右肩括弧内は増減を表わす。 トウキ ルイケイ ジッセキ ゼンネン ドウキ ルイケイ ジッセキ

				※連結調整にはグループ間取引による売上高消去が含まれる。　 カン トリヒキ ウリアゲ ダカ ショウキョ フク











前年同期セグ別売上 (為替の図あり)



				（単位:百万円） タンイ ヒャクマンエン		日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

				水産事業 スイサン ジギョウ		105,655		(▲7,882)		23,110		(▲1,344)		9,385		(▲4,124)		3,044		(▲542)		22,939		(▲3,413)		164,132		(▲17,306)		▲37,481		(2,585)		126,651		(▲14,721)

						113,537				24,454				13,509				3,586				26,352				181,438				▲40,066				141,372

				食品事業 ショクヒン ジギョウ		157,444		(▲17,867)		31,824		(352)						2,490		(▲1,025)		19,894		(▲15)		211,652		(▲18,555)		▲47,023		(10,291)		164,629		(▲8,264)

						175,311				31,472								3,515				19,909				230,207				▲57,314				172,893

				ﾌｧｲﾝ事業 ジギョウ		13,582		(▲1,366)										261		(49)						13,843		(▲1,317)		▲1,611		(▲157)		12,232		(▲1,474)

						14,948												213								15,160				▲1,454				13,706

				物流事業 ブツリュウ ジギョウ		16,199		(▲152)																		16,199		(▲152)		▲7,768		(189)		8,431		(37)

						16,351																				16,351				▲7,957				8,394

				その他　　事業 タ ジギョウ		12,201		(188)										82		(▲3)						12,283		(186)		▲3,410		(▲347)		8,873		(▲160)

						12,013												85								12,097				▲3,063				9,034

				仮計 カリ ケイ		305,081		(▲27,078)		54,934		(▲992)		9,385		(▲4,124)		5,877		(▲1,522)		42,833		(▲3,428)		418,110		(▲37,144)

						332,159				55,926				13,509				7,399				46,261				455,254

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲76,811		(9,062)		▲8,577		(▲159)		▲7,313		(2,179)		▲4,060		(1,317)		▲533		(161)						▲97,291		(12,561)

						▲85,873				▲8,418				▲9,492				▲5,377				▲694								▲109,852

				連結　計 レンケツ ケイ		228,270		(▲18,016)		46,357		(▲1,151)		2,072		(▲1,945)		1,817		(▲205)		42,300		(▲3,267)										320,819		(▲24,583)

						246,286				47,508				4,017				2,022				45,567												345,402



				 （単位:億円）

						日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

				水産事業 スイサン ジギョウ		1,056		(▲78)		231		(▲13)		93		(▲41)		30		(▲5)		229		(▲34)		1,641		(▲173)		▲374		(25)		1,266		(▲147)

						1,135				244				135				35				263				1,814				▲400				1,413

				食品事業 ショクヒン ジギョウ		1,574		(▲178)		318		(3)						24		(▲10)		198		(0)		2,116		(▲185)		▲470		(102)		1,646		(▲82)

						1,753				314								35				199				2,302				▲573				1,728

				ファイン
事業 ジギョウ		135		(▲13)										2		(0)						138		(▲13)		▲16		(▲1)		122		(▲14)

						149												2								151				▲14				137

				物流事業 ブツリュウ ジギョウ		161		(▲1)																		161		(▲1)		▲77		(1)		84		(▲0)

						163																				163				▲79				83

				その他　　事業 タ ジギョウ		122		(1)										0		(0)						122		(1)		▲34		(▲3)		88		(▲1)

						120												0								120				▲30				90

				仮計 カリ ケイ		3,050		(▲270)		549		(▲9)		93		(▲41)		58		(▲15)		428		(▲34)		4,181		(▲371)

						3,321				559				135				73				462				4,552

				連結調整 レンケツ チョウセイ		▲768		(90)		▲85		(▲1)		▲73		(21)		▲40		(13)		▲5		(1)						▲972		(125)

						▲858				▲84				▲94				▲53				▲6								▲1,098

				連結　計 レンケツ ケイ		2,282		(▲180)		463		(▲11)		20		(▲19)		18		(▲2)		423		(▲32)										3,208		(▲245)		※1

						2,462				475				40				20				455												3,454

				【主な増収要因】

				水産： 日本 横浜通商、金子産業、 北米 UniSea、 アジア NISSUI Singapore ヨコハマ ツウショウ カネコ サンギョウ キタ

				食品： 日本 ニッスイ個別、ハチカン

				その他： 日本 ニッスイエンジニアリング タ



				円高による売上高への影響額（試算）　連結計　 										▲14		億円 オクエン

																										（単位：億円） タンイ

				※上段は当期累計実績、下段は前年同期実績、右肩括弧内は増減を表わす。 トウキ ルイケイ ジッセキ ゼンネン ドウキ ジッセキ																						通貨名 ツウカ メイ		為替影響 カワセ エイキョウ		為替影響
以外 カワセ エイキョウ イガイ		計 ケイ

				※連結調整にはグループ間取引による売上高消去が含まれる。 																						USD		▲ 21		▲ 70		▲ 91

				※1）前年同期実績比増収＋193億円の主な内訳： ゼンネン ドウキ ジッセキ ヒ ゾウシュウ オクエン オモ ウチワケ																						EUR		11		22		33		 

				      　　＋78億円  （日本の増収） ニホン ゾウシュウ																						DKK		17		22		39

				　        ＋9億円  （※2 海外グループ会社における増収。内訳は右表）  カイガイ カイシャ ゾウシュウ ウチワケ ミギ ヒョウ																						他 タ		2		26		28

				　        +104億円  （連結調整） レンケツ チョウセイ																						計 ケイ		9		0		9		※2







not updated



前年同期セグ別営利



						（単位:百万円） タンイ ヒャクマンエン		日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				消去または全社 ショウキョ ゼンシャ				仮計 カリ ケイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ

						水産事業 スイサン ジギョウ		▲47		(▲1,454)		236		(▲438)		▲54		(▲3,811)		124		(108)		336		(▲180)						594		(▲5,776)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,224		(2,187)		1,818		(▲3,589)

								1,407				674				3,757				16				516								6,370				ERROR:#REF!				▲963				5,407

						食品事業 ショクヒン ジギョウ		4,139		(▲453)		1,381		(399)						▲113		(▲478)		919		(79)						6,326		(▲453)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		188		(92)		6,514		(▲361)

								4,592				982								365				839								6,778				ERROR:#REF!				97				6,875

						ﾌｧｲﾝ事業 ジギョウ		963		(▲165)										32		(▲26)										995		(▲191)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲18		(▲19)		977		(▲209)

								1,128												58												1,186				ERROR:#REF!				1				1,187

						物流事業 ブツリュウ ジギョウ		975		(192)																						975		(192)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲11		(▲34)		964		(157)

								783																								783				ERROR:#REF!				23				806

						その他　　事業 タ ジギョウ		332		(262)										31		(27)										363		(289)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲4		(▲26)		359		(262)

								70												4												74				ERROR:#REF!				22				96

						消去または全社 ショウキョ ゼンシャ																						▲3,694		(▲371)		▲3,694		(▲371)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		28		(1)		▲3,666		(▲369)

																												▲3,323				▲3,323				ERROR:#REF!				27				▲3,296

						仮計 カリ ケイ		6,362		(▲1,619)		1,617		(▲39)		▲54		(▲3,811)		74		(▲369)		1,254		(▲101)		▲3,694		(▲371)		5,559		(▲6,310)

								7,980				1,656				3,757				442				1,355				▲3,323				11,868

						連結調整 レンケツ チョウセイ		392		(205)		221		(90)		1,007		(1,967)		128		(120)		▲322		(▲155)		▲18		(▲26)						ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1,409		(2,201)

								188				131				▲960				9				▲167				8								ERROR:#REF!				▲791

						連結　計 レンケツ ケイ		6,754		(▲1,414)		1,838		(51)		953		(▲1,844)		202		(▲249)		932		(▲256)		▲3,712		(▲397)														6,968		(▲4,109)

								8,168				1,787				2,797				451				1,188				▲3,315																11,077



						（単位:億円）

								日本 ニホン				北米 ホクベイ				南米 ナンベイ				アジア				ヨーロッパ				全社経費 ゼンシャ ケイヒ				仮計 カリ ケイ				共通経費配賦 キョウツウケイヒハイフ				連結調整 レンケツ チョウセイ				連結　計 レンケツ ケイ						営業利益率(%) エイギョウ リエキ リツ

						水産事業 スイサン ジギョウ		▲0		(▲14)		2		(▲4)		▲0		(▲38)		1		(1)		3		(▲1)						5		(▲57)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		12		(21)		18		(▲35)				1.4		(▲2.4)

								14				6				37				0				5								63				ERROR:#REF!				▲9				54						3.8

						食品事業 ショクヒン ジギョウ		41		(▲4)		13		(3)						▲1		(▲4)		9		(0)						63		(▲4)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		1		(0)		65		(▲3)				4.0		(▲0.0)

								45				9								3				8								67				ERROR:#REF!				0				68						4.0

						ファイン
事業 ジギョウ		9		(▲1)										0		(▲0)										9		(▲1)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲0		(▲0)		9		(▲2)				8.0		(▲0.7)

								11												0												11				ERROR:#REF!				0				11						8.7

						物流事業 ブツリュウ ジギョウ		9		(1)																						9		(1)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲0		(▲0)		9		(1)				11.4		(1.8)

								7																								7								0				8						9.6

						その他　　事業 タ ジギョウ		3		(2)										0		(0)										3		(2)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		▲0		(▲0)		3		(2)				4.0		(3.0)

								0												0												0				ERROR:#REF!				0				0						1.1

						全社経費 ゼンシャ ケイヒ																						▲36		(▲3)		▲36		(▲3)		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		0		(0)		▲36		(▲3)

																												▲33				▲33				ERROR:#REF!				0				▲32

						仮計 カリ ケイ		63		(▲16)		16		(▲0)		▲0		(▲38)		0		(▲3)		12		(▲1)		▲36		(▲3)		55		(▲63)

								79				16				37				4				13				▲33				118

						連結調整 レンケツ チョウセイ		3		(2)		2		(0)		10		(19)		1		(1)		▲3		(▲1)		▲0		(▲0)										14		(22)

								1				1				▲9				0				▲1				0												▲7

						連結　計 レンケツ ケイ		67		(▲14)		18		(0)		9		(▲18)		2		(▲2)		9		(▲2)		▲37		(▲3)														69		(▲41)				2.2		(▲1.0)

								81				17				27				4				11				▲33																110						3.2

						【主な増益要因】

						水産： 日本 金子産業、 北米 UniSea、 アジア NISSUI Indonesia ニホン カネコ サンギョウ

						【主な減益要因】 ゲン エキ

						水産： 日本 ニッスイ個別、　南米 Salmones Antartica ニホン コベツ

						食品： 日本 ニッスイ個別、　北米 Gorton's ショクヒン ニホン コベツ キタ



						※上段は当期累計実績、下段は前年同期累計実績、右肩括弧内は増減を表わす。 トウキ ルイケイ ジッセキ ゼンネン ドウキ ルイケイ ジッセキ

						※連結調整にはのれん償却、たな卸資産の未実現利益消去等が含まれる。　 ショウキョ









為替資料より

				2018年度第3四半期決算　為替換算による影響額　 ダイ シハンキ ケッサン カワセ カンサン エイキョウガク



								現地通貨 ゲンチ ツウカ												会社別円貨額（百万円） カイシャ ベツ エンカ ガク ヒャクマンエン

				現地
報告通貨 ゲンチ ホウコク ツウカ				18Ｑ3実績
（現地報告通貨） ジッセキ ゲンチ ホウコク ツウカ				17Ｑ3実績
（現地報告通貨） ジッセキ ゲンチ ホウコク ツウカ				前年比増減
（現地報告通貨） ゼンネン ヒ ゾウゲン				18Ｑ3実績
（現地報告通貨） ジッセキ ゲンチ ホウコク ツウカ				17Ｑ3実績
（現地報告通貨） ジッセキ ゲンチ ホウコク ツウカ				前年比増減
（現地報告通貨） ゼンネン ヒ ゾウゲン				前年同期比
為替換算影響 ゼンネン ドウキ ヒ カワセ カンサン エイキョウ				前年同期比(為替影響除く）
（百万円） ゼンネン ドウキ ヒ カワセ エイキョウ ノゾ ヒャクマンエン

								売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ		売上高		営業利益 エイギョウ リエキ

				USD		　BERING SEA		23,625		768		22,799		488		825		280		2,557		84		2,568		55		(11)		29		(101)		(2)		90		31

				USD		　EMDEPES		27,678		2,772		17,630		-3,251		10,047		6,022		3,075		326		1,962		(367)		1,112		692		(5)		23		1,117		669

				USD		  SALMONES ANTARTICA		105,091		15,904		149,333		55,049		-44,242		-39,144		11,494		1,737		16,708		6,165		(5,214)		(4,428)		(275)		(46)		(4,938)		(4,381)

				USD		  UNISEA		150,152		16,088		138,374		9,235		11,778		6,853		16,492		1,766		15,470		1,035		1,022		731		(288)		(37)		1,310		768

				USD		　NISSUI (USA)		9,664		(332)		8,668		(341)		996		9		1,054		(36)		970		(38)		84		2		(27)		1		111		1

				USD		  F.W.BRYCE		126,010		1,991		153,127		1,017		-27,117		974		13,797		218		17,117		115		(3,320)		103		(301)		(5)		(3,018)		108

				USD		  NISSUI (A･L)     		848		(657)		1,766		(10)		-918		-647		93		(72)		197		(1)		(104)		(71)		(2)		1		(103)		(73)

				USD		　NISSUI（A･L PERU)　 		176		21		176		4		0		17		19		2		20		0		(0)		2		(0)		(0)		(0)		2

				USD		　NISSUI (S'PORE)   		2,103		-59		8,333		-36		-6,229		-23		226		(6)		932		(4)		(706)		(2)		(11)		0		(695)		(3)

				USD		  GORTONS		204,497		5,929		213,188		2,588		-8,691		3,341		22,373		646		23,869		292		(1,496)		354		(517)		(19)		(979)		373

				USD		　KING AND PRINCE		166,128		3,634		163,577		4,636		2,551		-1,002		18,194		398		18,296		518		(102)		(120)		(388)		(9)		286		(112)

				USD				815,973		46,058		876,971		69,379		(60,998)		(23,321)		89,374		5,063		98,110		7,770		(8,736)		(2,708)		(1,916)		(92)		(6,819)		(2,616)

				EUR		　NISSUI (EUROPE)   		338		(532)		188		(712)		150		180		44		(69)		24		(89)		20		20		2		(2)		18		22

				EUR		  CITE MARINE		193,263		10,791		171,820		11,327		21,444		-536		25,249		1,412		21,522		1,419		3,727		(7)		1,086		70		2,641		(77)

				EUR				193,601		10,259		172,007		10,615		21,594		(356)		25,293		1,343		21,546		1,330		3,747		13		1,088		68		2,660		(56)

				THB		　NISSUI THAILAND		1,049,442		(18,784)		1,011,095		(28,733)		38,347		9,949		3,578		(64)		3,318		(94)		260		30		134		(2)		126		32

				THB		  TN FINE CHEMICALS		96,785		25,819		104,472		29,803		-7,687		-3,984		330		88		343		98		(13)		(10)		13		3		(26)		(13)

				THB		　Thai Delmar		1,575,036		213,792		1,410,924		146,053		164,111		67,738		5,362		728		4,713		487		649		241		98		14		551		227

				THB				2,721,263		220,827		2,526,491		147,123		194,771		73,703		9,270		752		8,374		490		897		262		245		16		651		246

				DKK		　NORDIC SEAFOOD		2,385,926		67,562		2,174,445		54,017		211,481		13,545		41,813		1,184		36,652		916		5,161		268		1,588		42		3,573		226

				BRL		  NETUNO		0		(774)		0		(706)		0		(68)				(23)				(25)		0		2		0		4		0		(2)

				VND		  NIGICO 　　		416,785		24,588		364,962		30,657		51,823		(6,069)		1,991		118		1,790		150		201		(32)		(53)		(2)		254		(30)

				GBP		  CAISTOR SEAFOODS		42,337		(460)		27,983		(166)		14,354		(294)		6,269		(69)		4,059		(25)		2,210		(44)		45		(0)		2,165		(44)

				CNY		　青島チルディー アオシマ		10,153		(1,914)		7,070		169		3,083		(2,083)		169		(32)		116		3		53		(34)		1		0		51		(35)

				CNY		  青島日水食品研究開発		13,421		(2,279)		12,012		(57)		1,409		(2,222)		225		(39)		198		(1)		27		(38)		5		(2)		23		(36)

				CNY				23,575		(4,192)		19,082		112		4,493		(4,304)		394		(70)		314		2		80		(72)		6		(1)		74		(71)

						海外売上高 カイガイ ウリアゲ ダカ														174,405		8,320		170,844		10,633		3,561		(2,314)		1,002		34		2,558		(2,346)





























見通しに関する注意事項

日本水産株式会社
2020年11月5日
証券コード ： 1332
お問合せ先：経営企画IR部経営企画IR課

03-6206-7037
https://www.nissui.co.jp/ir/index.html

本資料に記載されている、当期ならびに将来の業績に関する見通し等は、現在入手可能な情報
に基づき当社の経営者が合理的と判断したものであり、これらの達成を保証するものではありません。
実際の業績は、様々な要因により、見通し等とは大きく異なることがあります。その要因としては、市
場の経済状況および製品の需要の変動、為替相場の変動、国内外の各種制度や法律の改定な
どが含まれます。
従いまして、本資料の利用は、利用者の判断によって行いますようお願い致します。本資料の利用
によって生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負うものではないことをご認識頂きます
ようお願い申し上げます。
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